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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：健康研究成果の実用化加速のための研究開発システム関連の隘路解消を支援する
プログラム
■プロジェクト名：iPS 由来再生心筋細胞移植の安全性評価
■機関名：学校法人慶應義塾
■研究代表者名（役職）：福田恵一 （教授）
■共同研究機関名：(1)公益財団法人実験動物中央研究所、(2)国立医薬品食品衛生研究所
■共同研究機関代表者名（役職）：(1)野村 達次(理事長兼所長)、(2)佐藤陽治(遺伝子細胞医薬部部
長)
■実施期間：５年間
■実施経費： 466.6 百万円

（間接経費、環境改善費込み）

プロジェクト概要
機関の現状
慶應義塾大学循環器内科（前再生医学教室）とアスビオファーマ株式会社は10年にわたる共同研
究により、ヒトES細胞、iPS細胞を選択的に心筋細胞に分化誘導する技術、心筋細胞と非心筋細胞を分離
する技術、効率的に心筋細胞を移植する技術等を開発してきた。京都大学の山中伸弥教授のiPS細胞を
誘導する技術、ディナベック社によるセンダイウイルスでゲノムに損傷を与えずにiPS細胞を誘導する技術
を組み合わせ、免疫拒絶反応のない心筋再生医療に関する技術はほぼ完成に至った。克服すべき課題
としては前臨床試験として、大動物を用いた安全性・有効性のみが残されている。
計画構想
本研究では、ヒトiPS細胞より分化誘導した再生心筋細胞をさらに純化精製し、移植した際の安全性・
有効性を多角的に検討することを計画している。具体的には純化したヒトiPS細胞由来の再生心筋細胞を
大量に免疫不全マウスの背部に移植し、奇形腫を初めとした悪性腫瘍を形成するか否かを検討する。ま
た、これらの再生心筋細胞をコモンマーモセットサルの心筋梗塞モデルに移植することにより、心不全に
対する改善度、腫瘍形成能、催不整脈作用等を検証することを計画している。さらに、ミニブタの皮膚細
胞より、iPS細胞を作出し、これを大量培養したのち、心筋細胞に分化誘導し、純化精製後に心筋梗塞を
作成した心臓に再度移植する。すなわち、近未来に於いて、ヒトの心臓再生医療に必要なすべてのステ
ップを、ミニブタを用いてシミュレーションすることを計画している。これらをすべて克服することにより、近
未来の心筋再生を具現化するものである。
達成目標（ミッションステートメント）
本研究では、実施期間終了時における具体的な目標として、以下の3点を達成することを計画して
いる。第一に、純化精製したヒト再生心筋細胞を免疫不全マウスに移植し、長期間観察することにより、奇
形腫を含む種々の悪性腫瘍の形成能を明らかにする。第二に、純化精製したヒト再生心筋細胞を心筋梗
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塞モデルサルの心臓に移植することにより、心不全改善に対する有効性、腫瘍形成や催不整脈作用に
関する安全性を検討する。第三に、ミニブタの皮膚よりiPS細胞を作出し、これを心筋細胞に分化誘導し、
純化精製後に心筋梗塞を生じさせた自己心臓に移植し、心機能の回復と腫瘍形成や催不整脈作用に
関する安全性を検討する。これらを達成することにより、ヒト心筋再生に向けた最終的な体制を整え、来る
臨床応用に向けた最終的な体制を完成させることを目指す。
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ミッションステートメント
(1)

課題の概要

本研究はヒトiPS細胞技術を応用し、同細胞から誘導した再生心筋細胞を移植することにより、重症難治
性心不全治療を行う際の安全性、有効性を確認するための前臨床試験を行うものである。
本研究により、本邦初のヒトiPS細胞研究が現実の再生医療に応用される際の必要条件をすべて充足さ
せ、世界に先駈けた臨床応用の道を開くことを目指している。
(2)

実施期間終了時における具体的な目標

第一に、純化精製したヒト再生心筋細胞を免疫不全マウスに移植し、長期間観察することにより、奇形腫
を含む種々の悪性腫瘍の形成能を明らかにする。
第二に、純化精製したヒト再生心筋細胞を心筋梗塞モデルサルの心臓に移植することにより、心不全改
善に対する有効性、腫瘍形成や催不整脈作用に関する安全性を検討する。
第三に、ミニブタの皮膚よりiPS細胞を作出し、これを心筋細胞に分化誘導し、純化精製後に心筋梗塞を
生じさせた自己心臓に移植し、心機能の回復と腫瘍形成や催不整脈作用に関する安全性を検討する。
(3)

実施期間終了後の取組

第一三共製薬子会社のアスビオファーマ株式会社との共同開発により、心筋再生医療の産業化を目指
す。ＧＭＰ施設の建設を行い、再生心筋細胞生産工場の設立、医師主導治験から高度先進医療への向
けた取り組みを行うと共に、海外での臨床治験も検討する。
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(4)

期待される波及効果

心疾患は欧米諸国に於いて死因の第一位、本邦に於いては死因の第2位を占める極めて重要な疾患で
ある。食生活の変化により心筋梗塞等の疾患は増加の一途をたどっている。近年のカテーテル治療の普
及により急性期の死亡は減少したが、逆に慢性心不全は増加の一途をたどっている。これまで、拡張型
心筋症や肥大型心筋症の一部の症例では心臓移植が行われてきたが、ドナー不足は深刻であり、本邦
のみならず世界的にも危機的状態にある。これに現時点では心臓移植の適応外とされている高齢者の
慢性心不全例を加えると、心不全により死亡する患者は年間数十万例に及ぶと考えられている。市場を
世界に求めた場合年間数百万から数千万例の患者が心不全で死亡している。心筋細胞移植によりこれ
らの心不全症例を救命あるいはＱＯＬの改善が出来れば、その恩恵は計り知れない。上記のように市場
性は極めて大きく、種々の神経が求められる神経疾患・眼疾患等に比して事業性は高いと考えられる。

採択時コメント
本提案は、ヒト iPS 細胞から分化誘導した再生心筋細胞を心不全患者に移植する新規治療法の開発
に向けて、最終プロダクトとしての移植細胞の生産検討を行うとともに、実験動物を用いて安全性及び有
効性の検討を行い、臨床応用を目指す重要な取組である。またこれまでの研究成果から、iPS 細胞の樹
立とその大量培養技術、選択的に心筋細胞に分化誘導する技術、及び心筋細胞と未分化幹細胞を分離
する技術等の重要な基盤技術を既にほぼ確立しており、これらを踏まえた臨床研究への展開が期待され
る。なお、心不全に対する再生医療については、iPS 細胞以外の細胞に基づく技術開発も行われ、すで
に臨床研究も行われ実用化に向けて推進されつつある状況であること及び本プログラムの趣旨に鑑み、
課題の実施に際しては、当初計画に示されている３年後の臨床研究実施のタイミングに間に合うように、
実施体制を強化し、安全性の検討計画を前倒しにすることが求められる。また、他の資金との切り分けを
明確にして課題を推進することが必要である。
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Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目

担当機関等

所要経費（補助対象経費）

研 究
担当者

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

91.0

81.0

82.0

77.5

84.6

416.1

9.2

8.1

8.1

12.5

12.6

50.5

100.2

89.1

90.1

90.0

97.2

466.6

合計

1. ヒト iPS 細胞由来再
生心筋細胞移植の
際の腫瘍形成能評
価
2-1.サルに対するヒト再
生心筋細胞移植の

学校法人慶應 福田恵一
義塾

有効性・安全性評価
3. ミニブタを用いた再
生心筋細胞移植
4-1. ヒト iPS 細胞加工製
品の安全性・品質確
保に関する研究
4-2. ヒト iPS 細胞加工製 国立医薬品食 佐藤陽治
品の安全性・品質確保 品衛生研究所
に関する研究
2-2. サルに対するヒト再 公益財団法人 伊 藤
生心筋細胞移植の

実験動物中央 志雄

有効性・安全性評価

研究所

所 要 経 費

（合 計）

豊

２．使用区分
（単位：百万円）
サブテーマ１

サブテーマ２

サブテーマ３

サブテーマ４

計

設備備品費

65.5

65.5

人件費

29.5

29.5

348.5

348.5

23.1

23.1

466.6

466.6

事業実施費
間接経費あるいは
環境改善費
計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
繊維芽細胞・心筋細胞連結定量化装置（HS オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-9000）一式
平成 23 年 6 月 28 日取得 15,960,000 円
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
iPS 細胞由来の心筋細胞を用いた心臓再生医療には下図のように様々な隘路がある。
本事業によって、その隘路を解消すべく研究に取り組んだ

本事業では特に iPS 細胞由来心筋細胞の安全性を確保することに重点をおいて研究を行った。とくに
移植後の腫瘍化防止するために純化精製法の開発に傾注した。また、臨床応用を加速化するために
iPS 細胞から心筋細胞への大量培養のプロトコールを確立した。さらにその安全性と有効性の評価をマ
ーモセットとブタで行った。
（１）目標の達成状況
・計画（目標）：
大量培養したヒト iPS 細胞由来再生心筋細胞を分化誘導後に純化精製し、移植した際に奇形腫等の
悪性腫瘍を形成するか否かの検討
・達成状況：
心筋細胞と iPS 細胞の細胞内エネルギー代謝に着目し、最新のトランスクリプトーム、メタボローム解
析技術を駆使して、両者の相異点を明らかにした。iPS 細胞では解糖系代謝が著しく亢進し、その途
中の経路の中間代謝産物から核酸合成に向かうペントースリン酸シャント経路、アミノ酸合成に向かう
経路が活性化し、解糖系の最終代謝産物のピルビン酸は乳酸に変換され、細胞外に放出されていた。
6

その一方で、ピルビン酸からのアセチル CoA への変換、ミトコンドリア内におけるクエン酸経路、酸化
的リン酸化はほとんど行われていないことを見出した。これに対し、心筋では解糖系は利用するものの
ブドウ糖の利用量は多くなく、ピルビン酸への分解後にクエン酸回路にエネルギーを供与して大量の
ATP を産生し、エネルギー源に変えていることが明らかとなった。また、細胞外から積極的に乳酸を取
り込み、ピルビン酸に変換してクエン酸回路に取り込んでいることを解明した。
この相異点を利用し、細胞培養液中からブドウ糖培地を除去し、乳酸を多く含有する培地へ交換さ
せることにより、未分化な iPS 細胞を死滅させ、心筋細胞の純化・精製方法を確立した。(Cell Stem
Cell. 2013 Jan 3;12(1):127-37.) NOG マウス精巣および皮下に 1 匹あたり純化精製した再生心筋細胞
を 2X10５個の細胞を 40 匹に移植した結果、腫瘍形成は観察されなかった。
中間評価後には、臨床研究に適用する細胞標品作製に向けて浮遊培養を構築し、iPS 細胞の大
量培養系確立に向けてシステム開発を進めた。浮遊培養による大量培養後の心筋細胞塊には、未
分化 iPS 細胞が残存することを RT-PCR、免疫染色で確認した。また、colony assay 法で未精製の心
筋細胞では多数の未分化 iPS 細胞を認めた。NOD-SCID マウスの皮下へ 1x106 個の細胞を移植した
テラトーマ形成実験では、非精製心筋細胞では 60%の腫瘍形成率を認めた。この結果により浮遊培
養を用いた分化誘導法では細胞塊の中に未分化 iPS 細胞が残存することが懸念された。この大量浮
遊培養による心筋細胞のマウスへの移植では無糖乳酸法で純化精製した 1x106 個の心筋細胞では
腫瘍形成は全く認めなかったものの、純化に約 1 週間の期間を要した(Stem Cells Transl Med. 2014
Dec;3(12):1473-83.)。ヒトの心臓には 1x10８個から 1x10９個の心筋細胞の移植が必要と考えられ、浮
遊培養では大量の細胞を移植することによってわずかな未分化 iPS 細胞が腫瘍化を起こす可能性が
危惧された。それゆえ、未分化 iPS 細胞が残存しにくい心筋細胞の分化誘導法とより効率の良い純化
精製法が必要と考えられた。
我々は心筋細胞と iPS 細胞の糖代謝以外のエネルギー代謝経路をメタボローム解析で解析したと
ころ、両者の間に大きなエネルギー代謝の差があることが判明した。そこで第二に、このエネルギー代
謝の差を利用して乳酸法改良型の新規のヒト iPS 細胞由来心筋細胞の純化精製法を確立した。この
新規純化方法は乳酸法単独と比較してより短時間で、かつより高純度で心筋細胞を純化精製するこ
とに成功した。 (Tohyama, et al. Cell Metabolism in press)。 これにより効率よく心筋細胞のみを分化
および純化精製するプロトコールを完成させた。また、臨床応用の SOP の雛形となる未分化 iPS 細胞
から心筋細胞への分化誘導、純化精製法にいたるまでの一連のプロトコールをほぼ確立した。また、
動物性成分フリーの iPS 細胞を樹立するために MEF 細胞を用いずにマトリジェル、vitronectin を用い
て安定して TiPS 細胞を樹立することに成功した。Feeder-free の TiPS 細胞の未分化マーカー(Oct3/4,
SSEA3、SSEA4)の発現を確認し、in vitro で心筋細胞への分化能を確認した(PLoS One. 2014 May
13;9(5):e97397)。
安全な iPS 細胞の樹立、ヒト iPS 細胞由来心筋細胞の大量培養法および純化精製法を確立させ、
臨床応用への隘路を克服しており、本サブテーマの研究は、所期の計画を大幅に上回る進捗を成し
遂げた。
・計画（目標）：
心筋梗塞モデルサルに対するヒト再生心筋細胞移植の有効性・安全性に関する検討
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・達成状況：
精製ヒト再生心筋細胞の作製：
京都大学 iPS 研究所(CiRA)で樹立されたヒト iPS 細胞（253 Ｇ４株）を定法によって心筋細胞を含む
胚様体に分化させた。乳酸法によって心筋細胞以外の細胞を死滅させた。生存した心筋細胞の塊を
酵素処理によって分散した。1000 細胞ずつの細胞を非接着性のＶ底９６well plate に播種し、細胞塊
を作製した。
テレメトリー埋め込みによる 24 時間心電図測定による評価系の構築：
コモンマーモセットサルを前麻酔後にレスピレータを使用し人工呼吸管理下でイソフルランによる吸
入麻酔を維持した。植え込み型ホルター心電図を記録するため、腹部正中を２ｃｍ切開し、送信機を
腹腔内に留置した。腹腔内の送信機を腹膜に半固定するように縫い付けた。心電図プラス電極リード
線を左横肋骨まで皮下トンネルを介して導いた。さらに、マイナス電極リード線を胸部正中に皮下トン
ネルを構築し、正中胸骨付近へ導いた。腹部および電極部の皮膚を縫合した。
心エコー評価方法の確立：
フォーレンの吸入により、麻酔導入を行った。吸入麻酔濃度を調節し、心拍数を１８０回/分に維持し
た状態とした。まず、左心室の縦軸を同定・撮像し、次にプローブを９０度回転させることで、正確な短
軸画像を得た。乳頭筋が観察される位置でＭモードに切り替え、さらに撮像を行った。心電図を同時
計測記録し、Ｒ波ピーク位置を拡張末期、Ｔ波の消失時を収縮末期としてそれぞれ心臓の駆出率（Ｅ
Ｆ）を算出した。これにより、マーモセットサルで心臓の機能を心エコーで正確に観察する手法を確立
した。
心筋梗塞モデルの作製：
導入麻酔を行った後に、気管内挿管後、吸入麻酔を維持した。第３肋間を開胸し左前下行枝を同定
し、近位部に４－０のナイロン糸でスネアをかけ心筋梗塞を作製した。心筋梗塞が確実に作成された
かの判定は、心電図変化、心筋組織の色調変化にて判断可能であった。これにより、サルの定量的
心筋梗塞作製の技術を完成させた。
iPS 細胞由来心筋細胞の移植：
最適化した異種移植免疫抑制条件において、マーモセット心筋梗塞モデルに対するヒト iPS 心筋細
胞移植による、安全性（造腫瘍性）および有効性の検討を行った。先ず、マーモセットに対する移植
細胞数は、コモンマーモセットとヒトの左心室容積比約２５分の１から、２X１０の７乗心筋細胞を移植す
ることが適当と判断した。心筋細胞移植前、移植後１，２，３ヵ月後の心電図を測定したが、iPS 心筋細
胞によると思われる不整脈は認めなかった。エコーによる機能評価では、移植後 1 ヶ月の段階では再
生心筋細胞群の心機能は有意に改善することが認められた。しかし、その後の段階では非移植部の
梗塞領域がリモデリングされ、見かけの心機能は低下する現象が観察された。移植後３ヶ月を経て、
移植を受けた心臓を回収し組織学的に解析を実施した。マーモセット精製ヒト iPS 心筋細胞を上記の
数移植した４個体において生着心筋細胞が見出されたが、全ての場合において、腫瘍形成を認めな
かった。
このように、マーモセットに心筋梗塞モデルを作り精製心筋球移植の系を確立した。評価技術検討
も小動物専用の高機能心エコーやテレメトリーの導入により、正確な心機能評価を可能にした。マー
モセットへの移植検討は、再生心筋細胞の生着が確認され心機能の改善を確認した。また、腫瘍を
認めず安全性を確認した。これらの結果より当初の事業計画通りに研究は進行した。
8

・計画（目標）：
自己ブタ iPS 細胞を用いた再生心筋細胞の梗塞後心臓への移植と安全性の検討
・達成状況：
研究開発を急ぎ推進するため、これまでにブタ iPS 細胞を樹立した国内 2 研究室から iPS 細胞の供
与を受け、心筋細胞への分化誘導を試みることにより、現存の技術の達成度評価を行った。
まず、自治医大の花園教授から提供されたブタ iPS 細胞を用いて心筋細胞への分化を試みたが、
心筋細胞への分化誘導は困難であった。本 iPS 細胞では外来性リプログラム 4 因子が残存して中等
度以上のレベルで発現し、未分化状態の維持には有効であるが、分化を抑制していることが原因で
あると考えられた。次に、理化学研究所の大日向先生より供与されたブタ iPS 細胞の心筋分化誘導を
試みた。この細胞は iPS 細胞用培地、FGF を使用して培養を行っても、安定した未分化性維持、増殖
が困難であった。リプログラム 4 因子の発現レベルが低いため、未分化性が維持しにくくなっているこ
とが示された。以上より、先行する 2 研究室のブタ iPS 細胞の状況を踏まえ、新たに『外来性リプログラ
ム遺伝子の発現がなく、かつ内因性リプログラム 4 遺伝子の発現レベルが高い iPS 細胞を樹立するこ
とが重要である』ことが明らかとなった。これらの実験結果の情報をもとに、我々は心筋細胞への分化
能を有するブタ iPS 細胞を樹立するためにクラウン系ミニブタ末梢血由来の T 細胞より、染色体に組
み込まれないセンダイウイルス、テトラサイクリンで遺伝子発現が誘導されるタイプのベクターを用いて
樹立を試みたが、安定したブタ iPS 細胞の樹立は困難であった。
世界的にみても安定したブタ iPS 細胞の樹立は困難と考えられたが、ミニブタを用いた安全性試験
実施は重要であり、臨床研究実施に向けて急ぎ推進する必要がある。中間評価でのコメントを受け、
平行してヒト iPS 細胞を用いて、安全性試験を実施した。純化精製したヒト再生心筋細胞をブタ心臓に
移植する実験を行った。免疫抑制剤を工夫することにより、移植後２ヶ月の段階で移植した心筋細胞
の生着を確認し、腫瘍形成を認めなかった。
目標達成度としては、ミニブタ iPS 細胞樹立は困難であったが、ヒト iPS 細胞を用いたミニブタ移植系
を確立し、心筋細胞移植の安全性を確認しており、本サブテーマの目的は達成した。
・計画（目標）：
ヒト iPS 細胞加工製品の安全性・品質確保に関する研究
・達成状況：
国立医薬品食品衛生研究所と共同で、ヒト iPS 細胞加工製品および心不全治療を目的とした細胞・
組織加工製品に関して国内外の開発・規制動向・ヒト iPS 細胞由来心筋細胞を利用した再生医療等
製品の安全性・品質確保のあり方を調査した。これをもとにして、製品の製造方法および各製造工程
で必要な試験項目の決定方法・決定順序を検討した。
具体的には、ヒト iPS 細胞加工製品の原材料ないし中間製品としてのヒト iPS 細胞の品質をどのよう
に捉えるべきかに関し、生物薬品の品質に関する国際ガイドラインである日米 EU 医薬品規制調和国
際会議(ICH)ガイドライン Q5 シリーズおよび国内外の関連ガイドライン等を調査し、各項目のヒト iPS
細胞加工製品への適用の妥当性を検討した。
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ヒト iPS 細胞加工製品の製造の上での最も重要な注意点の一つとして、感染因子混入などの汚染
の検出と排除が挙げられる。本研究課題で実用化を目指すヒト（自己）由来 iPS 細胞加工製品のウイ
ルス安全性確保のための方策としては、わが国のガイドライン「ヒト（自己）iPS（様）細胞加工医薬品等
の品質及び安全性の確保に関する指針」（平成 24 年 9 月 7 日：薬食発 0907 第 4 号）が適用される。
自己由来の細胞を用いる場合には、当該細胞を介する感染症伝播のリスク及び免疫学的な問題が
理論上ない。しかし、自己由来であっても、製造工程におけるクロスコンタミネーションの問題や製造
従事者、医療従事者の安全上の問題は同種由来の場合と同様に存在する。また、他の原材料（特に
生物由来の原材料）への感染因子の混入や長期にわたる培養などにより、製造工程において感染因
子が増殖するリスクを考慮することが必要と考えられた。
細胞・組織加工製品を含む生物製剤は、原材料において非特定起源からの由来や複雑さのために
品質特性解析及び管理が必要十分にはなし得ず、最終製品においても量的制約や複雑な品質特
性のために、必要十分な管理ができないことが多い。それらを補完する上で、生物製剤に通底する重
要な概念・方策は、製造工程の一定性・恒常性を確保するということである。その中核的要素は、全工
程のある段階において、最も徹底した品質特性解析及び管理が可能で、次の段階へのステップを常
に確実にかつ安定して進行させ、ゴールとしての最終製品に向かうことを可能にするベースキャンプ
たる医薬品製造基材である。細胞・組織加工製品について言えば、感染リスクの低減・最終製品の品
質・有効性・安全性の再現性を確保するための原材料としての特性とその安定性である。ヒト iPS 細胞
加工製品の場合には、対象疾患、患者の QOL (Quality of Life)、標的となる臓器・細胞・分子，製品
の使用方法、製品の安全性・有効性など（First-in-Man の場合には，非臨床安全性試験や非臨床
Proof-of-Concept 試験（非臨床薬力学試験）等のデータ）をもとに、最終製品の品質・規格を設定し、
最終製品の品質・規格から目的細胞の品質・規格を決定すべきと考えられた。同様に、目的細胞の
品質・規格からセル・バンクの品質・規格を決定し、セル・バンクの品質・規格から親細胞となる体細胞
の品質・規格を決定すべきと考えられた。
製品の製造方法、及び各製造工程で必要な試験項目を検討した結果、腫瘍形成を引き起こす残
存未分化幹細胞の除去が医薬品としての iPS 細胞加工製品の品質として最も重要であることが判明
した。未分化幹細胞のマーカーの中で最終 iPS 細胞加工製品(心筋細胞)中に残存する未分化 iPS 細
胞を最も鋭敏に検出する方法として Lin28 が最適と考えられた。
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（２）中間評価コメントに対する対応
中間評価時のコメント
本プロジェクトでは、iPS 由来分化心筋細胞の精製法を確立した上で、免疫不全マウス（NOG マ
ウス）を用いた造腫瘍性の検討、マーモセットを用いた安全性確認に向けた検討等が予定通り実
施されており、iPS 由来分化心筋細胞の臨床応用に向けた基盤技術の確立の見通しが得られて
いる。今後、ミニブタにおける移植試験の計画を見直しつつ、臨床研究の早期実施に向けて心
筋細胞標品の規格化、そしてその有効性評価・安全性確認の検討の早急な実施を期待する。
・目標達成度：ヒト iPS 由来分化心筋細胞の純化・精製法を確立し、NOG マウスを用いた造腫瘍
性の検討、及びマーモセットを用いた安全性確認に向けた検討等が計画に沿い進捗している。
しかし、ミニブタ iPS の樹立に時間を要しており、ミニブタでの安全性・有効性の検討に遅れが見
られることから、全体としては所期の目標をやや下回る進捗である。
・成果：細胞の代謝能の差異に基づくヒト iPS 由来分化心筋細胞の純化・精製法（乳酸法）を確
立したことは独創的かつ画期的な技術開発と評価できる。この方法により精製された分化心筋細
胞を用いた NOG マウス移植試験において、腫瘍形成は認められていない。
・研究計画・実施体制：参画する大学、研究機関及び協力企業の連携は適切であり、それぞれの
分担のもとにプロジェクトが計画に沿い展開していることは評価できる。また、ブタ iPS 細胞に関
する検討も、補完可能な部分についてはヒト iPS 由来細胞を用いた試験を活用するなどの方策
が立てられており、臨床研究の早期実現に向けて迅速な展開を期待する。
・実施期間終了後における取組の継続性・発展性：本プロジェクトの成果を基にした iPS バンクか
らの細胞供給の開発計画を始め、医師主導治験の実施、さらに企業との連携による多施設共同
治験の実施などの将来構想が計画されていることは評価できる。
中間評価時のコメントの趣旨に沿うべく、研究自体を加速し、研究を加速するための体制整備の充実
を行った。国立衛研の佐藤陽治部長、アスビオファーマ薬事部門などの協力を得て、関係者のミーティ
ングを定期的に行い、開発加速に向けて計画を検討しつつ、薬事対応も念頭においてプロジェクトを
進めた。iPS 細胞由来細胞の臨床応用において大きなハードルである造腫瘍性の問題を回避すべく、
iPS 細胞由来心筋分化細胞の精製法開発に力を入れて、いくつかの方法を開発検討し、その中で中
間報告までに新たに開発した乳酸法が妥当であると考えられる証拠を蓄積した。さらに、中間報告以降
心筋細胞の純化精製の効率を上げるべく新規純化精製法を開発した。NOG マウスを用いての造腫瘍
性確認も順調に推移しており、この方法により分化心筋細胞の調製が可能であると考える。 臨床研究
にて移植に大量の細胞を要することから、浮遊培養による iPS 細胞大量培養システム、心筋細胞分化
培養、純化精製を確立した。ミニブタ iPS 細胞に関しては中間評価でのコメントを受け日本、ヨーロッパ
での専門家の意見を取り入れて本研究中での移植用細胞の樹立は困難と判断し、研究推進のために
ヒト iPS 細胞移植による研究を行った。予定通り、マーモセットおよびマイクロミニブタを用いた心筋細胞
移植の系を完成させ、ミニブタ iPS 細胞のかわりにヒト iPS 細胞由来心筋細胞の移植による安全性を確
認した。予算切り分けに関してはコメントに従い、注意してプロジェクトを推進した。
中間評価時コメントを通した変更の有無
中間評価にて「ミニブタ iPS の樹立に時間を要しており、ミニブタでの安全性・有効性の検討に遅れ
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が見られることから、全体としては所期の目標をやや下回る進捗」とのご指摘をいただいた。そこでミニ
ブタでの安全性・有効性試験を迅速にすすめるためにヒト iPS 細胞由来の心筋細胞移植による安全性
試験を行った。
（３）所期の計画の見直しの有無とその内容・理由
中間報告までに研究計画は、心筋細胞の純化精製法の確立、サル心臓への移植、ヒト iPS 細胞加工
製品の安全性・品質確保に関する研究の領域においてほぼ順調に進行した。ブタ iPS 細胞に関しては、
樹立が報じられた 2 種類のミニブタ iPS 細胞がともに分化能などの点において不十分であり、本計画の
安全性試験検討に有効でないことが示され、これらの細胞の性質検討結果をもとに，目的に沿うミニブ
タ iPS 細胞樹立を試みたが、安定した細胞株を樹立するのは困難であった。ブタ iPS 細胞の樹立およ
び培養が困難な最大の要因としてブタでは ES 細胞が樹立されておらずブタの幹細胞を培養する条件
が確定していない事が挙げられる。国内、ヨーロッパの専門家の意見も伺ったが、本研究期間内にブタ
iPS 細胞由来の心筋細胞を獲得するのは困難と判断した。計画遅延を避けるべく、平行してヒト iPS 細
胞を用いてミニブタ移植系による安全性検討を行った。移植系を確立して移植試験を実施し、安全性
を確認し本研究計画を滞りなく進行した。

２．成果
（１）研究成果の内容
①国民のニーズが高い革新的な医薬品等の開発に資する成果について
ヒト iPS 細胞は我が国で山中教授が開発された革新的なテクノロジーであり、医学および薬学への
応用によって国民が得られる恩恵は計り知れない。世界中で臨床応用に用いるための開発競争が
進んでおり、安全でかつ有効な細胞の獲得法が求められている。本研究で開発した乳酸法および
新規純化法を用いた幹細胞由来心筋細胞の純化法は、我が大学で開発した独自の技術であり、世
界中の心臓再生医療の研究者の一歩も二歩も先をいく技術である。奇形腫の危険性を除くことによ
る移植の安全性に対する利点は大きく、細胞移植による医療への応用が期待される。特に心臓は
細胞治療に大量の心筋細胞を必要とすると考えられており、その中に混入する未分化幹細胞をい
かに除去するかが臨床応用への大きな隘路となっている。本研究によってこの隘路を解消すること
ができたことは我が国の再生医療に取って大きな恩恵と考えられる。また、iPS 細胞由来の心筋細胞
の大量培養では世界中で浮遊培養を中心に開発が進んでいるがその長所と短所を見極め臨床試
験に応用できる大量培養法を開発したことで細胞治療の進歩に大きく貢献した。大型動物(ブタ)に
おいて心筋細胞の移植系、テレモニターによる不整脈観察の系を確立しており今後のトランスレー
ショナルリサーチに大きく貢献したと考える。
さらに、莫大な費用をかけて開発した新薬もひとたび不整脈等の副作用がわかれば廃棄せざるを
えない。心筋細胞のみを純化することによって in vitro におけるドラッグスクリーニング等新規薬剤の
開発にもたらす効果も極めて大きいと考える。
②本プロジェクト実施によるシーズの開発加速の状況について
本研究プロジェクトにより、心筋細胞を純化精製する方法の確立、サルを用いたヒト再生心筋細胞
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の移植技術の進歩、マイクロミニブタの疾患モデルの確立、ヒト iPS 細胞由来心筋細胞を用いた移
植法の確立、移植治療の評価系の確立がなされ、研究が著しく加速された。これまでヒトの心筋細
胞を純化することが困難であることが心筋細胞の特性をつかむ実験の隘路となっていた。乳酸法お
よび新規純化法を用いて心筋細胞のみを純化精製することにより、これまで現実的に不可能であっ
たヒト心筋細胞の in vitro での研究が可能となるため、今後さらに多くの新しいシーズを生み出すこと
が可能になると考えられる。
本プロジェクトはシステムとして多面的かつ総合的な開発展開を要するものであり、システムとし
て Regulatory Science の概念に基づく専門家のリードを生かすべく関係者間の連携を深め、薬事対
応も念頭に置きつつ、臨床研究実施に向けて開発加速を心がけた。その結果、iPS 細胞の最終加
工製品をいかに臨床応用に持っていくかについて詳細な検討が可能になった。
③本プロジェクト実施による隘路解消に向けた対応状況について
本事業では、ヒト iPS 細胞由来心筋細胞の移植の安全性を確保するための隘路解消を目的とした。
ヒト iPS 細胞由来心筋細胞の移植における最大の懸念は、iPS 細胞が多能性を持つが故の腫瘍形
成能である。従来までの純化精製法では、臨床応用に必要なだけの大量の心筋細胞を純化精製
することは困難であった。大量の心筋細胞を準備すれば、当然その中には多くの未分化幹細胞が
混在する可能性が高くなる。これが、iPS 細胞由来心筋細胞の最終製品としての最大の懸念であっ
た。そこで我々は分化心筋細胞と未分化幹細胞の代謝の違いを検討する事で細胞間の代謝機序
の違いから心筋細胞を純化精製する方法を確立した。この方法を用いることで、臨床応用に必要な
大量の心筋細胞を純化精製することを可能にした。さらに、この代謝機序を利用した純化精製法は
他の分化細胞にも応用することが可能と考えられる。
また、中間評価後には臨床応用を見据えて安全な iPS 細胞の確立のためにフィーダー細胞を用
いずに iPS 細胞を樹立する方法を確立した。新規純化精製法を開発し、臨床に必要な心筋細胞の
獲得のために未分化 iPS 細胞から心筋細胞への分化誘導、大量培養、純化精製法を確立しており、
本プロジェクト前までには全世界的に実現困難と考えられていた心筋細胞の大量培養を実現した。
再生心筋細胞移植法の開発では、マーモセットを用いて安全性と有効性を確立しており、iPS 細胞
を用いた心臓再生医療の具現化を大きく加速した。
④プロジェクトによって得られた新しい科学技術面での知見・成果について
本プロジェクトで得られた科学技術面での最も大きい知見および成果は心筋細胞と多能性幹細胞
(ES・iPS 細胞)をトランスクリプトーム解析及びメタボローム・フラクソーム解析を行うことで両細胞にお
ける代謝の特性を明らかにした事である。ES・iPS 細胞では解糖系酵素・ペントースリン酸経路・核酸
合成経路・アミノ酸合成経路の酵素群が強く発現し、さらに代謝そのものも活性化していることが明
らかになった。また、解糖系終末代謝産物であるピルビン酸は乳酸に変換され、細胞外に積極的に
分泌していること、逆にミトコンドリア内の TCA 回路、酸化的リン酸化経路は未発達であることを明ら
かにした。一方、心筋細胞では解糖系代謝酵素のアイソザイムは ES・iPS 細胞は異なり、活性も低い
こと、核酸合成、アミノ酸合成の活性は低いこと、TCA サイクル・酸化的リン酸化における代謝酵素
関連遺伝子や代謝産物量が多く認められ、ATP を効率よく産生していることを解明した。また、心筋
細胞は積極的に乳酸を取り込み、ピルビン酸に変え、エネルギー代謝に組み入れていることを証明
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した。この代謝特性の相異点をもとにして乳酸法の機序を明らかにした。さらに中間評価後には ES・
iPS 細胞と心筋細胞におけるさらなる代謝機序の相違に着目し、新規純化法を開発した。我々は心
筋細胞の純化に成功したが、今後、他の分化細胞にもトランスクリプトーム解析、メタボローム解析を
行なうことで代謝の相違をあきらかにし目的の細胞を純化精製することが可能になると考えられる。
iPS 細胞から心筋細胞への分化効率にはばらつきがあり、臨床用に必要と考えられる大量の心筋
細胞の獲得は極めて困難と考えられていた。さらに大量浮遊培養法を検討することにより、心筋細
胞大量培養のシステムを確立した。再生心筋細胞のマーモセットへの移植により心機能の改善、移
植細胞の生着を確認し、心筋細胞移植療法の有効性を確認した。また、心筋細胞移植による不整
脈は認めず安全性を確認した。大型動物を用いた移植実験では、ブタへのヒト iPS 細胞由来心筋細
胞の移植によって多数の炎症細胞が浸潤することが明らかとなり、免疫抑制剤の最適化を行った。

（２）研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（119 件）
1.

三重循環器疾患講演会 『交感神経の分化転換：心不全とたこつぼ心筋症の病態解明』 福田
恵一 平成 27 年 3 月 26 日 三重県津市ホテルグリーンパーク

2.

東京女子医大中澤小児循環器科教授退任祝賀会記念講演会『心血管疾患への iPS 細胞利用
の面白さ』 福田恵一 平成 27 年 3 月 14 日 新宿京王プラザホテル

3.

ブリジストン講演会 福田恵一 平成 27 年 2 月 16 日

4.

第 28 回和歌山 Cardiovascular Imaging & Therapeutic Conference『iPS 細胞の循環器領域への
臨床応用』 福田恵一 平成 27 年 1 月 31 日 和歌山マリーナシティ 和歌山館 3 階

5.

平成 26 年度厚生労働科学研究（難治性疾患等克服研究）推進事業研究発表会 これからの難
病研究～新しい治療法の開発～ 『iPS 細胞を用いた循環器疾患の病態解明と治療法開発への
展望』

6.

福田恵一 平成 27 年 1 月 25 日 JA 共催ビル『カンファレンスホール』

平成 26 年度 社会システム改革と研究開発の一体的推進「健康研究成果の実用化加速のため
の研究・開発システム関連の隘路解消を支援するプログラム」シンポジウム 健康研究成果の早
期実用化に向けて～ライフイノベーション実現に向けた先端的取組み～

『iPS 由来再生心筋

細胞移植の安全性評価』 福田恵一 平成 27 年 1 月 23 日 東京国際フォーラム D 棟 7 階
7.

慈恵医大総合医科学研究センターシンポジウム 『iPS 細胞を用いた心筋再生医療の開発』 福
田 恵一 平成 27 年 1 月 16 日 慈恵医大

8.

川崎市立病院講演会 『iPS 細胞を用いた心筋再生医療の開発』 福田恵一 平成 26 年 12 月
11 日 川崎市立川崎病院

9.

第 6 回慶應義塾生命科学シンポジウム 食と医科学フォーラム 『EPA は何故心臓病予防に効
果があるのかー最新の知見から見た食のサイエンス』 福田恵一 平成 26 年 12 月 3 日 慶応義
塾大学三田キャンパス北館ホール

10.

第 31 回 International Symposium for Heart Research. Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ： Regenerative Medicine in
Cardiovascular Disease. Atsushi Tanaka, Shinsuke Yuasa, Koichi Node, Keiichi Fukua. Disease
Modeling of Hypertrophic Cardiomyopathy by using Patient-specific iPS cells. 平成 26 年 11 月
28 日 ＷＩＮＣ ＡＩＣＨＩ
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11.

第 16 回循環器ディベイト・カンファレンス 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一
平成 26 年 11 月 22 日 経団連会館

12.

American Heart Association Scientific Session 2014. Joint AHA/Japanese Circulation Society
Sessions: Use of ES/iPS cells for cardiovascular Medicine. Jun Fujita, Keiichi Fukuda. Clinical
Application of induced pluripotent stem cells for Heart Failure Treatment: Ptotentials, Progress,
and Obstacles. Chicago, Illinois, USA. November 18th, 2014.

13.

The 8th International Conference on Cell Therapy. Keiichi Fukuda. ET-1 induces myofibrillar
disarray and contractile vector variability in hypertrophic cardiomyopathy-iPS cell-derived
cardiomyocytes. October 23rd, 2014. Seoul National University Children’s Hospital. (招聘講演)

14.

第 33 回岐阜心・血管研究会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 10
月 23 日 岐阜都ホテル

15.

Premium seminar in Tokyo 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 10
月 4 日 泉ガーデンタワー住友会館

16.

近畿大学講演会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 8 月 22 日 近
畿大学

17.

第１回本道循環器カンファレンス 『iPS 細胞を用いた心筋再生医療の現状と展望』 福田恵一
平成 26 年 8 月 9 日 秋田市秋田キャッスルホテル

18.

心不全 up to date 2014 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 7 月 26
日 ホテルニューオータニ

19.

第 48 回河口湖心臓討論会 『精神・身体ストレスに対する心臓交感神経の応答』 福田恵一 平
成 26 年 6 月 29 日 福岡県

20.

神奈川循環器フォーラム 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 6 月
21 日

21.

第 29 回滋賀心不全研究会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 6
月 7 日 滋賀県琵琶湖ホテル

22.

第 14 回日本抗加齢医学会 ランチョンセミナー５ 『心不全治療の現状と未来：RSA 抑制から再
生医療まで』 福田恵一 平成 26 年 6 月 6 日 大阪国際会議場

23.

第 14 回日本抗加齢医学会総会 シンポジウム 11 『炎症と再生の抗加齢医学研究』 『心筋梗
塞後心不全に於ける樹状細胞の役割』 福田恵一 平成 26 年 6 月 6 日 大阪国際会議場

24.

再生・細胞治療 Strategy2014 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 5
月 22 日 品川コクヨホール

25.

東京医大講演会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 3 月 11 日 東
京医科大学

26.

第 5 回先進医療フォーラム 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 26 年 1
月 25 日 慶應義塾大学三田キャンパス北館

27.

第３６回日本分子生物学会 シンポジウム６ 『高次機能相互作用の理解へ向けて』 Keiichi
Fukuda, Takahida Arai, Hideaki Kanazawa. Molecular understanding of the interaction between
heart and brain in mental and physical stress-induced cardiomyopathy (Takotsubo) 平成 25 年
12 月 3 日 神戸ポートピアホテル
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28.

福島県立医大循環器セミナー 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年
12 月 3 日 福島県立医大講堂

29.

サノフィ・アベンティス講演会 『多剤処方時代の心血管病のリスクコントロール：配合剤の上手な
使用法』 福田恵一 平成 25 年 12 月 1 日 オペラシティタワー、東京

30.

第 17 回日本心血管内分泌代謝学会学術総会 『細胞の代謝特性を利用した再生心筋細胞純
化法の開発』 福田恵一 平成 25 年 11 月 23 日 千里ライフサイエンスセンター

31.

第１回瀬戸内心臓討論会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年 11
月 9 日 グランドプリンス広島

32.

ARB Forum 2013 in Mie 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年 11 月
7 日 ホテルグリーンパーク津

33.

The 7th International Conference on Cell Therapy. Keiichi Fukuda. Future Treatment of Severe
Heart Failure Using human iPS cell-derived cardiomyocytes. October 24th, 2013. Seoul National
University Children’s Hospital. (招聘講演)

34.

The 7th International Conference on Cell Therapy. Keiichi Fukuda. Disease characterization of
Long QT syndrome using iPS cell-derived cardiomyocytes. October 24th, 2013. Seoul National
University Children’s Hospital. (招聘講演)

35.

第 15 回バイオメディカル研究会～バイオメディカルイノベーションへの道標~ 『iPS 細胞の循環
器領域へのトランスレーショナル研究』 福田恵一 平成 25 年 10 月 22 日 阪大中之島センター
講義室 703(7F)

36.

第 20 回九州血液血管研究会 特別講演 ｢iPS 細胞の循環器領域への臨床応用｣ 福田恵一
平成 25 年 10 月 19 日 福岡ソフトリサーチパーク SRP ホール

37.

鎌倉医師会学術講演会 ｢iPS 細胞の循環器領域への臨床応用｣ 福田恵一 平成 25 年 10 月
18 日 鎌倉鶴ヶ丘会館

38.

第 30 回日本心電学会山田和生招聘講演 『iPS 細胞と GWAS 研究から見えてくる遺伝性 QT
延長症候群を巡る諸問題の現状と将来展望』 福田恵一 平成 25 年 10 月 11 日リンクステーシ
ョンホール青森

39.

第 30 回日本心電学会ランチョンセミナー 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一
平成 25 年 10 月 11 日リンクステーションホール青森

40.

第 49 回日本内科学会信越支部生涯教育講演会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福
田恵一 平成 25 年 10 月 6 日 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

41.

第 105 回 ACCP 日本部会定期教育講演会」 『iPS 細胞の循環器病学への臨床応用』 福田恵
一 平成 25 年 9 月 28 日 パシフィコ横浜

42.

Joint International Congress 2013 in Yokohama (5th Congress of the International Federation of
Artificial Organs (IFAO 2013) Future Treatment of Severe Heart Failure Using human iPS
cell-derived cardiomyocytes. Keiichi Fukuda. September 27th, 2013. Pacifico Yokohama. (招聘講
演)

43.

The 2nd International Symposium on Lipid Metabolism and Atherosclerosis. Keiichi Fukuda.
Clinical application of human iPS cells for cardiovascular medicine. Grand Hilton Hotel
Conference Center, Seoul, Korea. September 13th, 2013.
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44.

COOL LECTURE in Inje University, Busan, Korea. Clinical Application of Human iPS Cells in
Cardiovascula Medicine. Keiichi Fukuda. Busa, Korea. September 12th, 2013.

45.

岡山先端医学研究会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年 8 月 3 日
岡山県岡山市

46.

日本再生医療学会 プレスセミナー 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成
25 年 7 月 30 日

47.

第 107 回医工学フォーラム 『iPS 細胞を用いた心臓再生医療の現状と将来展望』 福田恵一
平成 25 年 7 月 29 日 京都大学再生医科学研究所東館 5 階

48.

リピトール講演会 2013 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年 7 月 28
日 ホテルニューオータニ

49.

第 32 回消化器病病態生理勉強会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成
25 年 7 月 27 日

50.

けいゆう病院講演会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年 7 月 19 日
横浜ニューグランドホテル

51.

埼玉 PH 講演会 『肺高血圧症治療の Next Decade ：薬物・非薬物療法の現状と将来展望』 福
田恵一 平成 25 年 7 月 17 日 パレスホテル大宮

52.

日本大学大学院医学研究科特別講義 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平
成 25 年 7 月 8 日

53.

庄内循環器研究会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年 6 月 22 日

54.

第 1 回新宿区区民医療公開講座 iPS 細胞って何なの？ 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応
用』 福田恵一 平成 25 年 6 月 16 日 四谷区民ホール

55.

The XXIII International Scoety for Heart Research. Keiichi Fukuda. Optimization of human iPS
cell-derived cardiomyocyte selection and delivery for myocardial regeneration. The Congress
Center, San Diego, July 4th, 2013.

56.

第 9 回 JHC iPS 細胞と循環器疾患 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成
25 年 6 月 1 日 神戸ポートピアホテル

57.

第 20 回愛媛ハートクラブ 『iPS 細胞を用いた心臓病の病態解明と心臓再生療法の展望』 福田
恵一 平成 25 年 5 月 31 日 松山全日空ホテル

58.

第 30 回白河医師会循環器病勉強会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平
成 25 年 5 月 27 日 ホテルサンルート白河

59.

第 47 回川崎市外科医会総会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年
5 月 25 日 ホテル

60.

横須賀医師会講演会 『多剤処方時代の心血管病のリスクコントロール』 福田恵一 平成 25 年
5 月 17 日

61.

肺高血圧症エクスパートセミナー 『iPS 細胞を用いた心臓病の病態解明と心臓再生医学への展
開』福田恵一 平成 25 年 5 月 16 日 金沢大学附属病院

62.

第 24 回心エコ-図学会特別講演 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25
年 4 月 26 日 京王プラザホテル

63.

第 90 回日本生理学会 シンポジウム 『ヒト iPS 由来心筋細胞を用いた重症心不全の治療法の
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開発および心臓病の病態解明』 福田恵一 平成 25 年 3 月 28 日
64.

第 86 回日本薬理学会年会特別講演 『iPS 細胞の循環器病学への応用』 福田恵一 平成 25
年 3 月 23 日 福岡国際会議場メインホール

65.

第 12 回日本再生医療学会ランチョンセミナー 『iPS 細胞を用いた家族性突然死症候群の病態
解析』 福田恵一 平成 25 年 3 月 21 日 パシフィコ横浜メインホール

66.

第 12 回日本再生医療学会シンポジウム 『メタボローム解析を利用したヒト iPS 細胞由来再生心
筋細胞の純化精製法の開発』 福田恵一 平成 25 年 3 月 21 日 パシフィコ横浜メインホール

67.

日本心不全学会市民公開講座 『心不全ってどんな病気？』 福田恵一 平成 25 年 2 月 17 日
東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂

68.

足立区医師会講演会

『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年 2 月 16

日足立区医師会館
69.

所沢分子循環器学セミナー 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 25 年 1
月 31 日 所沢市民文化センター

70.

先端医学研究セミナー 『iPS 細胞を用いた心筋再生医療への展開と心臓病の病態解明』 福
田恵一 平成 25 年 1 月 30 日 山口県 ANA クラウンプラザ宇部

71.

ノバルティス講演会 『多剤処方時代の心血管病のリスクコントロール』 福田恵一 平成 25 年 1
月 24 日 東京都新宿区 ヒルトン東京ホテル

72.

東京医科歯科大学講演会 『iPS 細胞を用いた心臓病の病態解明と心臓再生医学への展開』
福田恵一 平成 25 年 1 月 17 日 東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂

73.

平成 24 年度京都成人血管病シンポジウム 井村臨床研究賞受賞記念講演 『心血管病の病態
解明から治療法開発へのトランスレーショナルリサーチ』 福田恵一 平成 24 年 12 月 8 日 京都
ブライトンホテル

74.

福島県立医大循環器セミナー 『iPS 細胞を用 いた重症心不全治療の開発と心臓病の病態解
明』 福田恵一 平成 24 年 12 月 5 日 福島県立医大

75.

第 16 回日本心不全学会イブニングセミナー 『21 世紀における心臓病研究：iPS 細胞を用いた
心臓病の病態解明と治療法開発』 福田恵一 平成 24 年 12 月 1 日 宮城県仙台市 仙台国際
センター

76.

紫水会総会講演会（大阪医大関連病院） 『iPS 細胞を用 いた重症心不全治療法の開発と心臓
病の病態解明』 福田恵一 平成 24 年 11 月 23 日 ホテルグランヴィア大阪

77.

大阪ハートクラブ循環器学術セミナー 『iPS 細胞を循環器領域の診療にどう役立てるか：現状と
将来展望』 福田恵一 平成 24 年 11 月 22 日 ホテル日航大阪

78.

江戸川医学会招聘講演会 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成 24 年 11
月 18 日 江戸川区総合文化センター

79.

最新の医療を学ぶ会 『iPS 細胞を用いた心臓病の病態解明と心臓再生医学への展開』 福田
恵一 平成 24 年 11 月 17 日 ホテルサンルートソプラ神戸

80.

脳心血管抗加齢医学研究会 2012 シンポジウム『血管の分子機構を知って、アンチエンジング
を考える』 『究極の抗加齢医学：臓器の再生はどこまできたか：最近の進歩』 福田恵一 平成
24 年 11 月 17 日 ハービスホール大阪

81.

海老名地区カデュエット講演会 『多剤処方時代の心血管病のリスクコントロール』 福田恵一
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平成 24 年 11 月 16 日 ホテルオークラ海老名
82.

第 35 回循環器診療セミナーin 西宮 『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 福田恵一 平成
24 年 11 月１日 ノボテル甲子園

83.

BioJapan2012 World Business Forum 循環器治療を変える医療機器イノベーション 『メタボロ
ーム解析を利用した心筋細胞と多能性幹細胞の分離精製法の開発』 福田恵一 平成 24 年 10
月 12 日 パシフィコ横浜 アネックスホール

84.

平成 24 年度所沢市循環器勉強会 『心不全と交感神経：心臓交感神経の隠された機能』 福田
恵一 平成 24 年 10 月 10 日 川越プリンスホテル

85.

第 5 回長崎大学循環器セミナー 『iPS 細胞を循環器病学の研究・臨床にどう役立てるか： 現状
と将来展望』 福田恵一 平成 24 年 9 月 7 日

86.

つくば肺高血圧症研究会 『肺高血圧症治療の Next Decade ：薬物療法の現状と将来展望』 福
田恵一 平成 24 年 9 月 5 日

87.

第９回明徳循環器カンファレンス 『重症心不全に対する心筋再生医療の現状と未来』 福田恵
一 平成２４年８月１８日 秋田市秋田キャッスルホテル

88.

第 27 回犬山不整脈カンファレンス 『iPS 細胞を用いた遺伝性 QT 延長症候群の病態解明：現状
と将来展望』 福田恵一 平成 24 年 8 月 18 日 ホテル日航東京

89.

第 6 回京大病院 iPS 細胞・再生医学研究会

『iPS 細胞を用いた心臓病の病態解明と心臓再生

医学への展開』 福田恵一 7 月 20 日 京都大学芝蘭会館
90.

浦和医師会講演会『iPS 細胞の循環器領域への臨床応用』 平成 24 年 7 月 12 日 さいたま市浦
和ロイヤルパインズホテル

91.

第 48 回日本小児循環器学会 会長特別企画 「”サイエンス”はここまで進んだ～生命科学の最
前線～」第 2 部：細胞、組織、臓器を創る～臨床応用への挑戦～ 『iPS 細胞を用いた心臓の再
生と心臓病の病態解明』 福田恵一 平成 24 年 7 月 6 日 京都国際会館

92.

第 107 回日本循環器学会北海道地方会教育講演Ⅰ 『iPS 細胞の循環器領域への応用』 福田
恵一 平成 24 年 6 月 23 日 北海道立道民活動センター かでる２・７

93.

第 46 回日本内科学会近畿支部生涯教育講演会 『iPS 細胞を用いた心臓病の病態解明』 福
田恵一 平成 24 年 6 月 17 日 大阪国際会議場

94.

第 11 回日本再生医療学会パネルディスカッション 『心嚢内視鏡による低侵襲再生医療』 木村
雄弘、三好俊一郎、福本耕太郎、谷本耕司郎、高月誠司 平成２４年６月１３日 パシフィコ横浜

95.

第 11 回日本再生医療学会プレナリーセッション『メタボローム解析を利用した心筋細胞と多能性
幹細胞の分離精製法の開発』 福田恵一 平成 24 年 6 月 13 日 パシフィコ横浜

96.

第 55 回日本糖尿病学会 『iPS 細胞を用いた心臓再生の治療戦略』福田恵一平成 24 年 5 月
17－19 日 パシフィコ横浜

97.

第 56 回日本リウマチ学会 教育研修講演 『再生医療の最前線』 平成 24 年 4 月 26 日 グラン
ドプリンス新高輪 国際館パミール

98.

第 49 回日本臨床分子医学会 ランチョンセミナー３ 『心不全の治療戦略を神経系から考える』
平成 24 年 4 月 14 日

99.

第 116 回日本眼科学会 特別講演 福田恵一 『iPS 細胞を用いた心筋再生と心臓病の病態解
明』 平成 24 年 4 月 7 日 東京国際フォーラム
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100. 第 41 回日本脈管作動物質学会 シンポジウム 1 遠山周吾、佐野元昭、服部文幸、福田恵一
『代謝の特性を利用したヒト ES/iPS 細胞由来心筋細胞精製法』 平成 24 年 2 月 10 日秋田キャ
ッスルホテル
101. 第 46 回日本成人生活習慣病学会 『iPS 細胞を用いた心臓の再生と心臓病の病態解明』 福田
恵一 平成 24 年 1 月 14 日 日本都市センターホテル
102. 第 20 回日本形成外科学会基礎学術集会 特別講演 『iPS 細胞を用いた心臓病の病態解明と
難治性心不全の治療戦略』 平成 23 年 10 月 6 日ハイアットリージェンシー東京
103. 第 97 回日本消化器病病学会 平成 23 年 5 月 14 日 『iPS 細胞を用いた心不全治療の未来と
心臓病の病態解明』京王プラザホテル
104. 第 84 回日本内分泌学会 ミニシンポジウム 内分泌代謝疾患と再生医療 『iPS 細胞を用いた心
臓病の病態解明と難治性心不全に対する治療戦略』 平成 23 年 4 月 22 日 神戸国際会議場
105. 第 28 回日本医学会総会 教育講演 『iPS 細胞を用いた心筋再生：from bench to bedside』 平
成 23 年 4 月 9 日 東京国際フォーラム
106. 第 10 回再生心臓血管外科治療研究会 平成 23 年 2 月 23 日 『iPS 細胞を用いた循環器疾患
の病態解明と心不全治療法の開発』 福田恵一、東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
107. 第 219 日本循環器学会関東甲信越地方会 教育講演 『iPS 細胞を用いた遺伝性不整脈の病
態解明と心不全治療法の開発』 福田恵一 平成 23 年 2 月 5 日 新横浜プリンスホテル
108. 第 18 回日本血管生物学会ランチョンセミナー 『心不全治療の現状と未来』 福田恵一 平成 22
年 12 月 3 日 大阪
109. 第 18 回日本血管生物学会シンポジウム 『Generation of iPS cells from a single droplet of
peripheral blood and its application to human heart failure』 福田恵一 平成 22 年 12 月 3 日 大
阪
110. 日本心電学会総会 モーニングセミナー 『臨床医にも出来る iPS 細胞樹立法：血液一滴から
iPS 細胞を創る』平成 22 年 10 月 9 日 大分全日空ホテル
111. 第 45 回理論心電図研究会 iPS 細胞の電気生理学：心電学への応用とその将来展望『ヒト iPS
細胞由来心筋細胞を用いた心臓病学へのアプローチ』平成 22 年 10 月 8 日 大分全日空ホテ
ル
112. 第 14 回日本適応医学会 イブニングセミナー『iPS 細胞を用いた心筋再生の治療戦略とその展
望』 福田恵一 平成 22 年 7 月 2 日 千代田区一ツ橋学術総合センター
113. 第 37 回日本トキシコロジー学会 ワークショップ iPS 細胞等多能性幹細胞を用いた創薬スクリー
ニングシステムの新展開『ヒト iPS 細胞からの心筋細胞分化誘導技術の開発－機能発現の確認
と疾患患者 iPS 細胞からの創薬支援技術への展開の可能性－』 平成 22 年 6 月 17 日 沖縄コ
ンベンションセンター
114. 第 47 回日本臨床分子医学会学術集会 シンポジウム２ 『iPS 細胞研究最前線：臨床応用と疾患
研究』福田恵一 平成 22 年 4 月 11 日 東京国際フォーラム
115. World congress of Cardiology 2012. Symposium: Cell Therapy in clinical practice. “iPS cells
as a source of cardiomyocyte regeneration and its application for cell transplantation” Keiichi
FGukuda. Dubai, UAE. April 19th, 2012. （招待講演）
116. The fourth international conference on cell therapy. Keiichi Fukuda. Generation of iPS cell from a
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single droplet of peripheral blood and its application to human heart failure. November 11th, 2010.
Seoul, Korea. （招待講演）
117. The Asian Pacific Heart Rhythm Society 2011. Keiichi Fukuda. Disease characterization of long
QT syndrome using iPS cell-derived cardiomyocytes. September 20th, 2011. Fukuoka, Japan.（招
待講演）
118. The second Annual Stem Cell Asia Regenerative Medicine Keiichi Fukuda, “Generating human
induced pluripotent stem cell from a droplet of peripheral blood without genome destruction”
Congress 27, October 2010, The Ritz Carlton Hotel, Seoul, Korea（招請講演）
119. The 43rd Annual Meeting for the Japanese Society of Developmental Biologist Jointly sponsored
by Asia-Pacific Developmental Biology Network. June 23rd, 2010. （招請講演）Generation of iPS
cell from a single droplet of peripheral blood and its application to human heart failure. Keiichi
Fukuda, Kyoto
【研究成果発表等】
１)論文等
原著論文発表

左記以外の誌

（査読付）

面発表

口頭発表

合計

(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）

和文誌

0件

0件

104 件

104 件

欧文誌

8件

1件

15 件

24 件

合

8件

1件

119 件

128 件

計

２）特許等出願件数（1 件）
名称：
「新規未分化幹細胞除去および心筋純化精製培地」
出願日：2014 年 7 月 16
出願 No.：2014-146283
出願者：遠山周吾、藤田淳、福田恵一
出願人：学校法人慶應義塾
３）受賞等（12 件）
1)遠山周吾 第 58 回 日本心臓病学会 Clinical Research Award

2010 年 9 月

2)遠山周吾 第 10 回 日本再生医療学会 Young Investigator’s Award

2011 年 3 月

3)遠山周吾 第 8 回 日本心臓財団若年研究者研究奨励 2011 年 3 月
4)遠山周吾 第 75 回 日本循環器学会 Young Investigator’s Award 2011 年 8 月
５）福田恵一 第 47 回ベルツ賞 2010 年 11 月
６）福田恵一 第 28 回持田記念学術賞 2011 年 10 月 28 日
７）福田恵一 第 9 回井村臨床研究賞 2012 年 12 月
８）福田恵一 The President Lecture Award from ISHR 2014 年 5 月
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９）福田恵一 文部科学大臣表彰 科学技術賞 2015 年 4 月
10)遠山周吾 第3回日本学術振興会育志賞 2013年3月4日
11)遠山周吾 第30回井上科学振興財団井上研究奨励賞 2014年2月4日
12)遠山周吾 平成25年度東京都医師会医学研究賞 2014年3月16日
４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文、5 件以内）
1. Hattori F, Fukuda K. Strategies for replacing myocytes with induced pluripotent stem
in clinical protocols. Transplant Rev (Orlando). 2011 Dec 13. [Epub ahead of print]
PubMed PMID: 22172453.
2. Tohyama S, Hattori F, Sano M, Hishiki T, Nagahata Y, Matsuura T, Hashimoto H,
Suzuki T, Yamashita H, Satoh Y, Egashira T, Seki T, Muraoka N, Yamakawa H,
Ohgino Y, Tanaka T, Yoichi M, Yuasa S, Murata M, Suematsu M, Fukuda K. Distinct
metabolic flow enables large-scale purification of mouse and human pluripotent stem
cell-derived cardiomyocytes. Cell Stem Cell. 2013 Jan 3;12(1):127-37.
3. Hemmi N, Tohyama S, Nakajima K, Kanazawa H, Suzuki T, Hattori F, Seki T, Kishino
Y, Hirano A, Okada M, Tabei R, Ohno R, Fujita C, Haruna T, Yuasa S, Sano M1, Fujita
J, Fukuda K. A massive suspension culture system with metabolic purification for
human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. Stem Cells Transl Med. 2014
Dec;3(12):1473-83.
4. Tomohisa Seki, Shinsuke Yuasa, Dai Kusumoto, Akira Kunitomi, Yuki Saito, Shugo
Tohyama, Kojiro Yae, Yoshikazu Kishino, Marina Okada, Hisayuki Hashimoto, Makoto
Takei, Toru Egashira, Masaki Kodaira, Yusuke Kuroda, Atsushi Tanaka, Shinichiro Okata,
Tomoyuki Suzuki, Mitsushige Murata, Jun Fujita, Keiichi Fukuda Generation and
Characterization of Functional Cardiomyocytes Derived from Human T Cell-Derived
Induced Pluripotent Stem Cells PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e85645. doi: 10.1371

5. Yoshikazu Kishino; Tomohisa Seki; Jun Fujita; Shinsuke Yuasa; Shugo Tohyama; Akira
Kunitomi; Ryota Tabei; Kazuaki Nakajima; Marina Okada; Akinori Hirano; Hideaki
Kanazawa; Keiichi Fukuda Derivation of Transgene-free Human Induced Pluripotent Stem
Cells from Human Peripheral T Cells in Defined Culture Conditions PLoS One. 2014 May
13;9(5):e97397. doi: 10.1371

（３）スーパー特区あるいは関連分野への科学技術的波及効果
「iPS 細胞」スーパー特区に於いては京都大学、慶應義塾大学、理化学研究所ＣＤＢ、東京大学
医科学研究所を中心に神経、心筋、肝臓、膵β細胞、網膜、角膜、血小板等の再生医学・再生医
療研究が進められている。このうち、心筋細胞の再生医学・再生医療研究は慶應義塾大学医学部
循環器内科を中心に研究が進められ、臨床応用、First in man に最も近い段階まで研究が進められ
ている。本プロジェクトでは iPS 細胞由来心筋細胞の臨床応用に向けた隘路解消、特にその安全性
の確保に重点をおいた研究を行った。その成果として、本プロジェクトで開発された乳酸法および新
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規心筋細胞純化精製法によって未分化 iPS 細胞を死滅させ心筋細胞を純化精製することを可能に
した。これにより、iPS 細胞由来心筋細胞の臨床応用への可能性は非常に高くなったと考えられる。
この代謝特性を生かした純化法は、肝臓、膵臓、骨格筋等の他の臓器を形成する細胞にも応用す
ることが可能であると考えられ、スーパー特区あるいは再生医療の臨床応用にもたらす影響は極め
て大きい。さらに、純化された心筋細胞の移植によるマーモセット、マイクロミニブタにおける細胞移
植の安全性を証明した。循環器領域では本研究により臨床応用へ向けた隘路を解消したことにより
今後臨床研究へとすすむことが予想される。今後、他臓器の細胞、特に心臓のように大量の細胞が
再生医療に必要となる臓器においても代謝を用いた純化精製により臨床応用の可能性が非常に高
まるものと考える。
３．研究計画・実施体制（「Ⅱ．経費」とも関連）
①有効性安全性評価を専門とするチームあるいは同アドバイザーとの連携はどのように行われたか。
平成 22 年 6 月 28 日 慶應義塾大学医学部
平成 22 年 8 月 10 日 国立医薬品食品衛生研究所
平成 24 年 1 月 17 日 慶應義塾大学医学部
平成 24 年 3 月 19 日 慶應義塾大学医学部
平成 25 年 7 月 19 日 慶應義塾大学医学部
平成 25 年 8 月 12 日 慶應義塾大学医学部
平成 26 年 4 月 30 日 慶應義塾大学医学部
②研究項目毎に適切な予算配分、執行に向けてどのような配慮がなされたか。
研究代表者と各研究項目担当者、研究・実験材料の調達及び管理を行う者の間にて適宜使用経
費の状況を確認し、経費が適切に配分され使用されるよう努めた。本研究費を管理する秘書をおき、
適切に予算が配分されるようにした。また、適切に執行を行うため、経理執行については大学での
機関管理とした。伝票ごとに納品検収の確認、および当該研究費からの支出にふさわしい使用がさ
れているかを確認されている。

４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
①実施期間終了後も研究・開発を継続展開するための工夫・見通し
本事業にて移植心筋細胞の安全性を確認の上、今後の臨床応用へと継続展開する。ヒト iPS 細胞
由来の心筋細胞の移植にはまず、安全性が確保されなければならない。第一段階として、慶應義
塾大学病院の移植を必要とする患者からの iPS 細胞の樹立を行う。樹立した iPS 細胞の核型の確認、
全ゲノムシークエンスを行う。次に、iPS 細胞の心筋分化誘導能の確認し行った後、iPS 細胞の大量
培養、心筋細胞への分化誘導、純化精製、心筋球作製、そして細胞移植医療を行い、First in man
を実施する。この段階では安全性を優先するため、移植する細胞量は最終目標の 1／10 程度の移
植にする。問題点を明らかにした後に 2 例目以後を実施する。First in man の施行後に数例程度の
移植試験を行い、本治療の安全性・有効性を確認する。これらの問題点を解決するところまでは医
師主導臨床研究で行う。その後に、医師主導治験の形で行うことを計画している。
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第二段階としては、京都大学の山中伸弥教授らが現在 iPS 細胞バンクで樹立、品質が保証され
た再生医療用の HLA 抗原のハプロタイプがホモの iPS 細胞を用いる。これにより移植細胞の確保と
効率化を図り、低コスト化を実現する。この iPS 細胞バンクを利用して本研究終了後数年以内の再
生心筋細胞移植の具現化を目指す。
第三段階としては、第二段階と並行して全国の多施設共同治験としてこれを行う。全国の細胞セ
ルプロセシングセンターを有する大学病院と協力して iPS 細胞由来心筋細胞を用いた重症慢性心
不全の臨床治験を展開する。
②研究成果を発展させる研究・開発ビジョン
第一三共製薬および子会社のアスビオファーマ株式会社との共同開発により、心筋再生医療の
産業化を目指す。ＧＭＰ施設内に、ロボットを用いた再生心筋細胞大量生産用アイソレーターシス
テムを建設し、2018 年度からの心筋細胞の大量培養を目指し、これに伴って First in man の実施、
医師主導治験への可能な限り早い移行、高度先進医療に向けた取り組みを行うと共に、企業と共
同で国内および海外での臨床治験を行う。公益財団法人実験動物中央研究所は、慶應義塾と共
同して、霊長類における安全性と有効性の確認技術の開発及びその実施を担っている。 霊長類
マーモセットは、ヒトに近いゲノム配列を有していることから、マーモセット心臓はヒト心筋細胞の発現
する細胞間接着分子との高い親和性有する可能性が高い。このことから、ヒト iPS 細胞由来心筋細
胞の安全性や有効性を確認するために非常に有益な実験動物である。国立医薬品食品衛生研究
所は、より客観的で広範な立場から本プロジェクトの目指す心臓再生医療の安全性のガイドラインの
基礎となる基本的提言を作成する役割を担う。慶應義塾大学、アスビオファーマ株式会社及び公益
財団法人実験動物中央研究所は、それぞれの役割に関して国立医薬品食品衛生研究所と綿密な
議論を継続的に実施する中でその研究開発の方向性を固めつつあり、今後も継続することによって、
本医療の実現のために、考えうる限り必要でかつ十分と思われる安全性確認技術の構築と、確実な
有効性の証明方法の確立、さらに医療・生命倫理の深い相互理解を形成する。
③社会制度的な取組に資する成果が得られる見通し
心疾患は欧米諸国に於いて死因の第一位、本邦に於いては死因の第 2 位を占める極めて重要
な疾患である。食生活の変化により心筋梗塞等の疾患は増加の一途をたどっている。近年のカテー
テル治療の普及により急性期の死亡は減少したが、逆に慢性心不全は増加の一途をたどっている。
慢性心不全の患者さんは経年的に心機能低下により入退院を繰り返し、やがて内服治療では治療
困難な stage D の心不全になる。重症慢性心不全の根治療法は心臓移植しかない。これまで、拡張
型心筋症や肥大型心筋症の一部の症例では心臓移植が行われてきたが、ドナー不足は深刻であ
り、本邦のみならず世界的にも危機的状態にある。米国では年間 2000 例の心臓移植が行われてい
るがドナー不足は深刻で海外からの移植希望症例に高額の金銭を請求したり、法的に海外からの
移植希望症例を制限する動きが見られている。人口が半分の本邦でも年間 1000 例の適応はあると
推測されており、その予備群は数万例に及ぶと考えられている。これに現時点では心臓移植の適応
外とされている高齢者の慢性心不全例を加えると、心不全により死亡する患者は年間数十万例に
及ぶと考えられている。市場を世界に求めた場合年間数百万から数千万例の患者が心不全で死亡
している。心筋細胞移植によりこれらの心不全症例を救命あるいはＱＯＬの改善が出来れば、その
恩恵は計り知れない。上記のように市場性は極めて大きく、種々の神経が求められる神経疾患・眼
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疾患等に比して事業性は高いと考えられる。
心筋再生は広範な領域の研究を必要とし、多くの障壁を越える必要があることから、これまで大学
レベルの散発的な研究が行われてきたに過ぎない。このため、実験レベルに使用する再生心筋細
胞の小規模の販売を行う会社はあったが、心不全治療のための心筋再生を事業として行った企業
は存在しない。新規産業の創成と雇用の創出を生み、社会・経済への大きなインパクトを与えるため
にも本事業の持つ意義は大きく、欠かせないものであると考えている。
これまで iPS 細胞研究には膨大な国費が投資され、研究が進められてきた。これらの投資を回収
するには国民生活の質を抜本的に変える新規医療および産業の開発が必要不可欠であると考えら
れる。本プロジェクトに継続して iPS 細胞由来の心筋細胞による細胞治療法が具現化すれば、これ
まで投じられた国費に見合う成果が期待できると考えられる。
ＩＶ．実施結果・成果の詳細
＜代謝の特性を利用した心筋精製法とマウスへの移植による安全性の確立＞
慶應義塾大学医学部循環器内科・福田恵一
アスビオファーマ株式会社・南竹義春
心臓再生医療は重症心不全患者にとっ
て有用な治療戦略であり、胚性幹細胞 (ES
細胞) や誘導多能性幹細胞 (iPS 細胞) は
細胞移植における魅力的な細胞源の１つ
である。ES/iPS 細胞を用いた再生医療を実
現化するためには大量の心筋細胞が必要
と考えられるが、具体的には、典型的なヒト
左心室は 6×109 心筋細胞より構成されているため、理論上 1 人の患者あたりおよそ 1×109 の心筋細胞
が必要と予測される（Hattori F, Transplant rev 2012 文献 1）。しかし、ES/iPS 細胞を用いる場合、分化し
た細胞中に未分化細胞が混入することにより、移植の際に腫瘍形成する可能性がある。したがって、移
植前に未分化細胞を除去し、心筋細胞を精製することが必要であると考えられる。これまで、心筋精製法
に関しては、密度勾配遠心分離（Laflamme, Nat Biotechnol 2007; Xu, Stem Cell Dev 2006）や遺伝子改
変（Gassanov, FASEB J 2004; Hidaka, FASEB J 2003; Klug, JCI 1996）による方法が用いられてきたが、
いずれも純度や安全性・安定性などの面で満足のいくものではなかった。これらの問題点を克服するた
め、我々はミトコンドリア蛍光色素と FACS を組み合わせることで、遺伝子改変することなく高純度に心筋
精製可能なことを報告した(Hattori F, Nat Methods 2010)。しかしながら、この手法は FACS を用いるため、
1×109 もの大量の細胞を回収するには不向きであるといった問題点があった。そこで我々は、未分化細
胞を含む非心筋細胞が死滅し、心筋細胞のみ生存可能な代謝環境を作り出すことにより、効率よく大量
の心筋細胞が精製可能ではないかと考え、以下の研究を行った (Tohayma S, Cell Stem Cell. 2013 Jan
3;12(1):127-37. 文献 2)。
＜研究方法と結果＞
(1) 心筋細胞と非心筋細胞における代謝の差異
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我々はまずはじめに、心筋細
胞と ES 細胞 (未分化細胞)に
おける代謝の特性を明らかに
するためトランスクリプトーム解
析及びメタボローム解析を行っ
た。その結果、ES 細胞では解
糖系が亢進していることに加え、
ペントースリン酸系や核酸・アミ
ノ酸合成経路が活性化してお
り、解糖系終末代謝産物である
乳酸を細胞外に積極的に分泌
していることがわかった。一方、
心筋細胞は TCA サイクルにお
ける代謝酵素関連遺伝子や代
謝産物量が多く認められ、酸化
的リン酸化に依存して ATP を
効率よく産生していることがわ
かった。またその他の増殖細胞
でも同様の結果が得られるか
否かを調べるため、肝細胞や
骨格筋芽細胞の細胞株におい
てもメタボローム解析を行った
ところ、肝細胞や骨格筋芽細胞においても ES 細胞と同様の代謝特性を有することがわかった。以上の結
果から、ES 細胞を含む増殖細胞は解糖系及びアミノ酸・核酸合成を亢進させ、解糖系における終末代
謝産物である乳酸を細胞外に分泌していることがわかった。一方、心筋細胞では乳酸をエネルギー源と
して利用できることが知られている。我々は『無糖乳酸培地』下にて培養することで心筋細胞のみ精製で
きるのではないかと仮説を立て、以下の実験を行った。
(2) 『無糖乳酸培地』による心筋精製
仮説が正しいか否かを調べるため、ヒト ES 由来胚様体を『無糖乳酸培地』下にて培養したところ、心筋
細胞のみが選択的に精製されることがわかった。免疫染色及び FACS にて精製率を評価したところ、ヒト
ES 由来精製心筋細胞の精製率は 98％以上であった。またヒト iPS 由来精製心筋細胞においても同様の
実験を行い、精製率が 95％以上であることを確認した。
(3) ヒト ES 由来精製心筋細胞における電気生理学的解析
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ヒト ES および iPS 由来精製心筋細胞における電気生理学的解析を行うため、微小電極法を行ったとこ

ろ、精製心筋細胞にはペースメーカー型、心房型、心室型といった様々な活動電位波形を示す細胞が
含まれていることが分かった。またβ刺激薬(イソプロテレノール)やアセチルコリンへの反応も良好であり、
ヒトＥＳ及びヒト iPS 由来の精製心筋が共に正常な電気生理学的機能を有していることが確認された。
(4) 心筋細胞における乳酸代謝
最後に心筋細胞のみが生存可能なメカ
ニズムを調べるため、無ブドウ糖糖培地
において、取り込まれた乳酸がどのように
代謝され、心筋細胞の機能維持に使用
されているかを、乳酸の取り込み試験、
ATP の合成能、13C-乳酸を取り込ませた
フラクソーム解析を行うことにより解明し
た。
第一に乳酸取り込み試験では、心筋細胞は ES 細胞や MEF 細胞をはじめとする非心筋細胞に比べて乳
酸の高い取り込み能を有していることを確認した。第二に、ATP 濃度測定では、心筋細胞では『無糖乳
酸培地』下にて細胞内 ATP が維持されていることを確認した。さらに、心筋細胞において『無糖乳酸培
地』下でどのように乳酸が代謝されているかを調べる 3C-乳酸を用いたメタボローム解析では、心筋細胞
に取り込まれた乳酸はピルビン酸に変換され、さらに TCA サイクルにおける中間代謝産物に変換されて
行き、心筋細胞は乳酸を利用して酸化的リン酸化により効率よく ATP を産生していることが示された。驚く
べきことに TCA 回路の一部から、糖新生がなされ、これらの糖はさらに核酸合成やアミノ酸・グルタチオ
ン合成経路に流れて行くことが示された。乳酸は TCA 回路・酸化的リン酸化といった ATP 合成だけでな
く、細胞が長期間生存するために核酸やアミノ酸といった Biomass の合成にも寄与していることが明らか
となった。
(5) ヒト ES および iPS 由来の精製心筋細胞における腫瘍形成能の評価
ヒト ES 及び iPS 細胞由来の分化させた心筋細胞を含む細胞群における腫瘍形成能を評価するため、
コントロールとしてヒト ES 細胞を約 1000 個、ヒト ES 由来非精製心筋細胞を 2×105 個同様に免疫不全マ
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ウス（NOG）の精巣に移植した。その結果右上図に示すような奇形腫の形成が一部の移植したマウスに
観察された。奇形腫の形成率は、ヒト ES 細胞では 10 匹中 9 匹（90％）、ヒト ES 由来非精製心筋細胞で
は 20 匹中 8 匹（40％）であった。
その機序を解明するため、分化誘導させた後のヒト ES および iPS 由来細胞 1×106 個を未分化 ES・iPS
由来細胞の培養条件（MEF 細胞上のフィーダー細胞上で培養）でコロニー形成を行うと右下図で示され
たように、Oct3/4 陽性のコロニーが 70 個程度観察され、未分化細胞が残存していることが確認された。
一方、乳酸法により純化精製したヒト ES 及び iPS
由来精製心筋細胞ではこうしたコロニーの形成
は全く観察されなかった。
乳酸法により純化精製したヒト ES 由来精製心筋
細胞を 2X105 個移植した群（20 匹）では全く腫瘍
が形成されなかった。ヒト iPS 細胞由来精製心筋
を同様に移植実験を行い 40 匹まで繰り返したが、
これまでのところ、奇形腫等の腫瘍形成は観察
されていない。

(６) 浮遊大量培養法を用いた心筋細胞の大量培養の検討
臨床応用に向けた iPS 細胞由来心筋細胞の移植に向けてスピナーフラスコを用いた大量浮遊培養系
を確立した。スピナーフラスコによる浮遊培養系を用いた大量培養法でも分化効率は 30%程度であり、大
量培養後の心筋細胞塊には、未分化 iPS 細胞が残存することを RT-PCR、免疫染色で確認した。また、
コロニーアッセイにより心筋細胞の分化誘導後も未分化 iPS 細胞の培養条件でコロニーが形成されること
を確認した。これらの結果から、大量浮遊培養を用いた心筋細胞培養系でも心筋細胞の純化精製が不
可欠であることがあきらかとなった。臨床応用に向けて、大量培養した心筋細胞をいかに純化精製するか
は腫瘍化を抑制する大きな鍵である。そこでこの浮遊大量培養法で分化させた心筋細胞に乳酸法による
純化精製法を行った。colony assay 法で大量浮遊培養した未精製の心筋細胞では多数の未分化 iPS 細
胞コロニーを認めたのに対し、純化精製した心筋細胞では未分化 iPS 細胞のコロニーは認めなかった。
さらに、NOD-SCID マウスの皮下へ 1x106 個の細胞を移植したテラトーマ形成実験では、未分化 iPS 細胞
が約 90%のテラトーマ形成率であったのに比し分化心筋細胞では腫瘍径の縮小は認めたものの 60%の腫
瘍形成率を認めた。一方、無糖乳酸法で純化精製した心筋細胞では腫瘍形成は全く認めなかった。純
化後の心筋細胞は心筋細胞マーカーのアクチニンが 99%と陽性であり、PCR にて未分化マーカーの
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Oct4 の減少、Nkx2-5 等の心筋細胞マーカーの発現の増加を認めた。乳酸法によって純化精製した心
筋細胞からは典型的な洞結節細胞、心房筋細胞、心室筋細胞の活動電位を検出することが可能であっ
た。さらに、カルシウム濃度の測定により分化心筋細胞が同期して収縮することを確認した。 (Stem Cells
Transl Med. 2014 Dec;3(12):1473-83. 文献３)。
(7)新規純化精製法の確立
新規ヒト iPS 細胞由来心筋細胞の純化精製法を確立し、従来の無糖乳酸培地と比較してより短期間で
心筋細胞を純化精製することに成功した。未分化 iPS 細胞と心筋細胞の代謝の違いをメタボローム解析
によって詳細に検討することである因子は特に未分化 iPS 細胞の増殖に必須であり、取り除く事で急速に
未分化 iPS 細胞を死滅させることが可能になることをあきらかにした。これにより効率よく心筋細胞のみを
分化および純化精製するプロトコールを完成させた。
(8) 臨床に向けた CPC における iPS 細胞培養、心筋細胞培養の SOP の確立
iPS 細胞由来の心筋細胞を臨床応用するには、より安全な iPS 細胞の樹立法を確立する必要がある。
そこで、末梢血 T 細胞から Feeder-free で iPS 細胞を樹立する技術を開発した。 動物性成分フリーの iPS
細胞を樹立するために MEF 細胞を用いずにマトリジェルを用いてヒト T 細胞由来の iPS 細胞(TiPS)の樹
立を試みた。その結果、マトリジェルと mTeSR1 を用いて安定して iPS 細胞を樹立することに成功した。
Feeder-free の TiPS 細胞の未分化マーカー(Oct3/4, SSEA3、SSEA4)の発現を確認し核型異常がないこ
とを確認した。また、in vivo でテラトーマを形成することを確認し、in vitro で心筋細胞への分化能を確認
した上で心筋細胞マーカーの発現を確認した(PLoS One. 2014 Jan 21;9(1):e85645、PLoS One. 2014
May 13;9(5):e97397 文献 4, 5)。さらに、センダイウイルスを用いたリプログラミングベクターを改良して従
来 4 つの転写因子を別々のベクターにのせていたが、単一のベクターにのせることで効率化をはかった。
さらに、c-Myc を L−Myc に置き換えることでより安全なベクターを完成した。
乳酸法および新規純化精製法を組み合わせる事で効率よく大量の心筋細胞を純化精製する事に成功
し、純化心筋細胞の品質管理、マイコプラズマ等によるコンタミネーション検出のプロトコールを確立した。
また、臨床応用の SOP(Standard Operation Procedure)の雛形となる未分化 iPS 細胞から心筋細胞への分
化誘導、純化精製法にいたるまでの一連のプロトコールをほぼ確定した。さらに、これらのプロトコールを
実践できる iPS 細胞大量培養用の技術員を育成した。また、京都大学 iPS 細胞研究所で樹立された複数
の iPS 細胞ラインを培養した。iPS 細胞の臨床応用には熟練した培養士が必要となる。そこで、ヒト iPS 細
胞培養、心筋細胞への分化培養、心筋細胞への純化精製法をトレーニングした培養士を育成した。これ
まで、抗生剤 free の培養条件で細菌、真菌、マイコプラズマ感染のない状態で培養し続けており、臨床
応用へ向けた技術は十分に習得されたと考えられる。患者さんの iPS 細胞を採取する倫理委員会への提
出書類、TiPS 細胞樹立の SOP の準備をすすめており、慶應大学リサーチパーク内に完成した iPS 細胞
由来心筋細胞の CPC(Cell Processing Center)で今後の培養を予定している。

文献
1. Hattori F, Fukuda K. Strategies for replacing myocytes with induced pluripotent stem
in clinical protocols. Transplant Rev (Orlando). 2011 Dec 13. [Epub ahead of print]
29

PubMed PMID: 22172453.
2. Tohyama S, Hattori F, Sano M, Hishiki T, Nagahata Y, Matsuura T, Hashimoto H, Suzuki
T, Yamashita H, Satoh Y, Egashira T, Seki T, Muraoka N, Yamakawa H, Ohgino Y, Tanaka
T, Yoichi M, Yuasa S, Murata M, Suematsu M, Fukuda K. Distinct metabolic flow enables
large-scale

purification

of

mouse

and

human

pluripotent

stem

cell-derived

cardiomyocytes. Cell Stem Cell. 2013 Jan 3;12(1):127-37.
3. Hemmi N, Tohyama S, Nakajima K, Kanazawa H, Suzuki T, Hattori F, Seki T, Kishino Y,
Hirano A, Okada M, Tabei R, Ohno R, Fujita C, Haruna T, Yuasa S, Sano M1, Fujita J,
Fukuda K. A massive suspension culture system with metabolic purification for human
pluripotent

stem

cell-derived

cardiomyocytes.

Stem

Cells

Transl

Med.

2014

Dec;3(12):1473-83.
4. Tomohisa Seki, Shinsuke Yuasa, Dai Kusumoto, Akira Kunitomi, Yuki Saito, Shugo Tohyama,
Kojiro Yae, Yoshikazu Kishino, Marina Okada, Hisayuki Hashimoto, Makoto Takei, Toru
Egashira, Masaki Kodaira, Yusuke Kuroda, Atsushi Tanaka, Shinichiro Okata, Tomoyuki Suzuki,
Mitsushige Murata, Jun Fujita, Keiichi Fukuda Generation and Characterization of Functional
Cardiomyocytes Derived from Human T Cell-Derived Induced Pluripotent Stem Cells PLoS One.
2014 Jan 21;9(1):e85645. doi: 10.1371

5. Yoshikazu Kishino; Tomohisa Seki; Jun Fujita; Shinsuke Yuasa; Shugo Tohyama; Akira
Kunitomi; Ryota Tabei; Kazuaki Nakajima; Marina Okada; Akinori Hirano; Hideaki Kanazawa;
Keiichi Fukuda Derivation of Transgene-free Human Induced Pluripotent Stem Cells from Human
Peripheral T Cells in Defined Culture Conditions PLoS One. 2014 May 13;9(5):e97397. doi:
10.1371

＜マーモセットを用いた心筋梗塞モデルによる iPS 細胞由来心筋細胞の移植法の開発＞
慶應義塾大学医学部循環器内科・福田恵一
アスビオファーマ株式会社・南竹義春
実験動物中央研究所・伊藤豊志雄
（１）精製心筋細胞塊の作製
ヒト iPS 細胞（Ｇ４株）を定法によって心筋細胞を含む胚様体に分化させた。分化開始後２０日を経過し
た胚様体の培養メディウムを、無糖 DMEM に乳酸を終濃度４mM で添加したメディウムと完全交換し、そ
のまま７日間培養した。この特殊な培養によって、心筋細胞以外の細胞が死滅する（乳酸法）。生存した
心筋細胞の塊を、通常の培養メディウムで１～２日回復培養し、その後酵素処理によってバラバラに分散
した。1000 細胞ずつ細胞非接着性のＶ底９６well plate に播種し、軽く遠心することで、細胞を底に集めた。
そのまま３７度の５％CO2 インキュベーターにて２日間培養することで、細胞塊を作製した。
（２）テレメトリー埋め込みによる 24 時間心電図測定による評価系の構築
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ヒトのように通常の心電図をとるためには、マーモセットの体動を抑制するために麻酔をかける必要性が
ある。しかし、心臓電気的活動および収縮機能は麻
酔により大きく影響される。このことから、麻酔下にお
ける機能評価には正確性、客観性の観点から限界が
あると考えられた。従って、ヒト iPS 心筋を移植した場
合の影響を精査するには、無線を用いた埋め込み式
の心電図および圧測定システムを開発することが重
要と考えた。本方法をマーモセットに応用するために
様々な最適化を実施し、動物の負担を軽減した埋め
込み、動物の管理方法を開発した。
心内圧測定を開始後、麻酔科にて苦痛を取り除き心
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24 時間心電図および左心室内圧測定方法の開発

筋梗塞モデルを作成すると、心筋梗塞後に圧曲線に著明な変化が生じ、心筋の収縮速度の低下および
拡張速度の低下が観察された。また心電図は、ナトリウム、カルシウムやカリウムといった個体の血中ミネ
ラル濃度に敏感に反応し、その関連性についてもヒトにおける臨床現象を良く反映していた。このことから、
本２４時間心電図取得方法は、非常に敏感で信頼性の高いことが確認された。
次に、３×１０の６乗個のヒト iPS 細胞由来、精製心筋細胞を、３００細胞毎の細胞塊として調製した。この
細胞を心筋梗塞作製と同時に梗塞部位及び境界領域に移植した。さらにテレメトリー発信装置を腹部に
挿入し、電極を皮下２点に装着した後、動物を回復させた。回復後の心電図を２４時間連続して３ヶ月間
測定し、日毎に一定時間のデータを抽出、心電図を解析した。この結果、心室に起電力を有するような
不整脈の出現は見られなかった。なお、移植３ヵ月後の組織解析では、生着したヒト心筋細胞塊が見出さ
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れた。以上から、本試験の条件では、生着したヒト iPS 細胞由来心筋細胞による催不整脈作用は見られ
なかった。
（３）心筋梗塞モデルの構築
梗塞心臓における安全性の確認も重要なステ
ップである。この目的達成のために、心筋梗塞
モデルマーモセットの構築を行った。この構築に
先立ち、組織学的にマーモセットの冠動脈構造
の詳細な解析を実施し、ヒトに近い構造を有する
ことを見出した。この情報を元に、様々な冠動脈
部位の結紮を実施し、梗塞領域の大きさを解析
した。動物の負担を軽減するために開胸を最小
としながらも、心臓の外形から結紮部位が同定し
易い点を考慮し、最も安定して梗塞が構築でき
る方法を確立した。硫酸アトロピン（0.05 mg/kg）
を筋肉内投与後、塩酸ケタミン（10 mg/kg）、ミダゾラム（0.2 mg/kg）およびブトルファノール（0.1-0.4
mg/kg）を筋肉内投与し、導入麻酔を行った。気管内挿管後、レスピレータを使用し人工呼吸管理下でイ
ソフルランによる吸入麻酔を維持した。麻酔は生体モニター下で維持し、適宜深度を調節した。肢誘導
にて心電図モ
ニターを行っ
た。第３肋間
を開胸し左前
下行枝を同定
し、近位部に
４－０のナイロ
ン 糸 で ス ネア
をかけ心筋梗
塞を作成し
た。
心筋梗塞が確
実に作成され
たかの判定は、
心電図変化、
心筋組織の色
調変化にて判断可能であった。不整脈出現時は、塩酸リドカインを心臓表面から滴下し脈を正常化した。
胸腔内のエアのドレナージを目的として６フレンチのチューブを留置し４－０シルクを用いて閉胸した。閉
胸後、三方栓を介して１０ｍｌシリンジを用いてエアを抜き取った。麻酔濃度を１メモリ５分程度を目安にゆ
っくりと低下させ、自発呼吸が安定した時点で、抜管を行った。抜管直後は、酸素をマスクにて送り、血中
酸素濃度を９０％以上に保ち、回復するまで厳重に観察した。
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上記いずれの手術においても、手術終了後
は小動物用 ICU 装置内で覚醒まで維持する。
術後５日間以上、鎮痛剤（ブトルファノール:
0.1-0.4 mg/kg）、抗生物質（アンピシリン）の
投与および術創の消毒を行った。以上より、
マーモセットサルの安定した心筋梗塞モデル
が確立できた。

（４）心エコー評価方法の構築
心筋梗塞モデルにおける細胞移植の安全性・有効
性を確認することも重要である。有効性の有無を検証
するために、多くの評価方法を併用することで、より信
頼性の高いデータを取得蓄積することが重要と考え
た。２４時間心臓内圧測定方法と共に、より一般的で
非侵襲的な心臓機能評価方法である心エコー法も
実施する必要がある。そこで、マーモセットにおいて
心臓エコー評価方法の最適化を行った。マーモセッ
トは胸腔が大きく、前面に張り出した、所謂鳩胸であ
る。また、大動脈は弓部が短く、腹部大動脈へと直結されており、心臓は胸壁前面左方向へ向かって立
ち上った様式で存在していた。これに対して、左心
室・流出部から心尖部までの縦軸の撮像および、こ
の軸に直行する横断面の撮像を可能とするエコープ
ローブの選定、および適切な体位とプローブの接触
角度の最適化を行った。さらに、マーモセットの特徴
として麻酔下での体温低下が顕著であるため、適切
な保温システムを採用した。この結果、良質なエコー
像の取得方法を開発した。
フォーレンの吸入により、麻酔導入を行った。吸入麻
酔濃度を調節し、心拍数を１８０回/分に維持した状態とした。まず、左心室の縦軸を同定・撮像し、次に
プローブを９０度回転させることで、正確な短軸画像を得た。乳頭筋が観察される位置でＭモードに切り
替え、さらに撮像を行った。心電図を同時計測記録し、Ｒ波ピーク位置を拡張末期、Ｔ波の消失時を収縮
末期としてそれぞれ心臓の駆出率（ＥＦ）を算出した。これにより、マーモセットサルに対する心エコーを用
いた正確な心機能の評価系が確立できた。
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（５）マーモセット ES 細胞由来心筋細胞の移植治療効果の検討
心筋梗塞モデルマーモセットへのマーモセット ES 細胞由来心筋細胞の移植治療試験。
１×１０の６乗個のマーモセット ES 細胞由来、精製心筋細胞を、３００細胞毎の細胞塊として調製した。こ
の細胞塊を心筋梗塞モデル作製時に同時移植した。オペ前、オペ後１ヵ月毎に３ヶ月まで、心臓超音波
検査による心臓機能評価を実施した。細胞移植を実施した治療群５匹、無治療群５匹の結果を比較した
ところ、移植１ヵ月目において有意な治療効果を認めた。しかし、移植２ヶ月、３ヶ月後においては、有意
な治療効果は認められなかった。移植３ヵ月後の組織解析では、生着した心筋細胞塊が見出された。ま
た、長期生着した心筋細胞塊に対して宿主からの血管新生が認められた。以上の結果から、マーモセッ
ト ES 細胞由来心筋細胞は、短期的な心臓保護効果を示すことが確認された。

（６）マーモセット心筋梗塞モデルへのヒト iPS 細胞由来心筋細胞の移植治療効果の検討
マーモセット心筋梗塞モデルに対するヒト iPS 心筋細胞移植による、安全性（造腫瘍性）および有効性
の検討を行った。先ず、マーモセットに対する移植細胞数は、コモンマーモセットとヒトの左心室容積比
約２５分の１から、２X１０の７乗心筋細胞を移植することが適当と判断した。この結果、（１）マーモセット４
個体に対し、精製ヒト iPS 心筋細胞を上記の数移植した、全ての場合において、腫瘍形成を認めなかっ
た。（２）また、移植後 1 ヶ月の段階では再生心筋細胞群の心機能は有意に改善することが認められた。
しかし、その後の段階では非移植部の梗塞領域がリモデリングされ、見かけの心機能は低下する現象が
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観察された。

＜ブタ iPS 細胞を用いた再生心筋細胞分化法の検討＞
慶應義塾大学医学部循環器内科・福田恵一
研究開発を急ぎ推進するた
め、これまでにブタ iPS 細胞を
樹立したとされる国内 2 研究室
から iPS 細胞の供与を受け、心
筋細胞への分化誘導を試みる
ことにより、現存の技術の達成
度評価を行った。これまでにブ
タ iPS 細胞を樹立したとされる
報告は以下の通りであるが、そ
の報告により樹立方法のみなら
ず、未分化性を維持するため
の因子、未分化マーカー遺伝
子の発現等多くの性質が異な
ることが判明した。また、どの細胞も詳細な解析がなされておらず、いずれのものを目指すべきかの目標
も明らかではなかった。まず、自治医大の花園教授から提供されたブタ iPS 細胞を用いて心筋細胞への
分化を試みた。このブタ iPS 細胞はクラウン系ミニブタ
よりレトロウイルスを用いて遺伝子導入し樹立されたも
ので、LIF 依存性である。また、MHC クラス I の発現が
低下しており、キメラ形成に寄与することが出来る。
iPS 細胞用の培地（15%血清添加マウス ES 培地+LIF
+ forskolin）で維持培養を行った。提供された細胞株
は MEF フィーダー細胞上で LIF + forskolin の存在下
でシングルセルにして培養を継続することが可能であ
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ることを確認した。この細胞はマウス型(naive)の形態をとり、より未分化な状態であると推測された。また、
bFGF 存在下に培養することで Naïve 型から Primed 型となり、継代培養可能であることを確認した。現在
知られている多くの方法を行った。その結果、
4F5 の細胞株のみいずれの条件においても胚
様体は形成しなかった。4F9、4F20 のラインに関
してはいずれの条件においても胚様体といえる
球状の細胞塊をつくるものの、拍動するものは
得られなかった。心筋細胞へと分化誘導は困難
であった。この理由を解析したところ、本 iPS 細
胞では染色体に取り込まれたリプログラム 4 因子
が残存して中等度以上のレベルで発現し、未分
化状態の維持には有効であるが、分化を抑制していることが原因であると考えられた。次に、理化学研究
所の大日向先生より供与されたブタ iPS 細胞を利用して心筋分化誘導を試みた。この iPS 細胞はミニブタ
胎仔由来の線維芽細胞にセンダイウイルスを用いて樹立されたものであるが、FGF 依存性であると報告
されている。38 度で培養し、センダイウイルスを除去すると分化誘導が観察されるとされている。しかし、こ
の細胞では、この方法を用いても安定した未分化性維持、増殖ができなく、10 継代程度で形態が崩れた。
この細胞には残存遺伝子はないが、山中 4 因子の発現レベルが低いと未分化能維持が難しいことが明
らかとなった。これらの実験結果の情報をもとに、我々は心筋細胞への分化能を有するブタ iPS 細胞を樹
立するためにクラウ系ンミニブタからの末梢血の採血を行い、染色体に組み込まれないセンダイウイルス
を用いてＴ細胞から iPS 細胞の樹立を試みた。ブタ T 細胞を活性化はヒト T 細胞の場合とは異なることを
明らかにし、これを改善することでコロニー増殖させる方法を開発した。ブタ T 細胞の活性化には抗 CD3
抗体とブタ IL-2 のみならず、ウシ胎児血清が必要であることを明らかにした。活性化されたブタ T 細胞へ
のセンダイウイルスを用いた遺伝子導入（GFP 遺伝子の導入）は可能であった。前述のように、至適なブ
タ iPS 細胞は未分化状態では山中 4 因子が高レベルで発現し、分化とともに急速に発現が消失すること
が求められると推測され、これに対応するため、テトラサイクリンで遺伝子発現が誘導される（ Tet-on
system）タイプのベクターを利用した iPS 細胞の樹立を試みた。しかし、安定して未分化維持ができ、かつ
心筋細胞へと分化可能な心筋細胞の獲得は困難であった。 国内、海外の研究者の意見も伺い、現時
点において安定したブタ iPS 細胞の樹立は困難であると考えられた。これは、ブタでは ES 細胞が樹立さ
れておらず、未分化維持に必要な培養条件が
確立されていないことも大きな要因と考えられ
た。
本研究期間内ではブタ iPS 細胞の樹立、分化、
純化精製を確立し前臨床試験への応用は極め
て困難と判断した。しかし、臨床研究実施に向け
てミニブタを用いた安全性試験実施は重要であ
り、急ぎ推進する必要があることから、ヒト iPS 細
胞を用いて、必要な安全性試験を実施すること
とした。まず、ヒト iPS 細胞由来の心筋細胞で心
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筋球を作製し、正常のマイクロミニブタを全身麻酔下で開胸し、直視下で心臓左室前壁に心筋球を移植
した。免疫抑制剤を使用することにより、慢性期の 2 ヶ月において炎症性細胞の浸潤を抑制し、ヒト iPS 細
胞由来心筋細胞を生着させることに成功した。また、心筋細胞移植の実験系を確立し、心嚢内視鏡を開
発し、移植検討を実施した。
＜ヒト iPS 細胞加工製品の安全性・品質確保に関する研究＞
慶應義塾大学医学部循環器内科・福田恵一
国立医薬品食品衛生研究所再生・細胞医療製品部・佐藤 陽治
国立医薬品食品衛生研究所と共同で、ヒト iPS 細胞加工製品および心不全治療を目的とした細胞・組
織加工製品に関して国内外の開発・規制動向を調査した。また、ヒト iPS 細胞由来心筋細胞を利用した
再生医療等製品の安全性・品質確保のあり方を検討し、これをもとにして、製品の製造方法（原材料とな
るヒト体細胞・組織の採取方法からヒト iPS 細胞株の樹立及び分化段階の進んだ細胞を経て最終製品ま
で）および各製造工程で必要な試験項目の決定方法・決定順序を検討した。
具体的には、ヒト iPS 細胞加工製品の原材料ないし中間製品としてのヒト iPS 細胞の品質をどのように
捉えるべきかということを検討する目的で、生物薬品の品質に関する国際ガイドラインである日米 EU 医
薬品規制調和国際会議(ICH)ガイドライン Q5 シリーズおよび国内外の関連ガイドライン等を調査し、各項
目のヒト iPS 細胞加工製品への適用の妥当性を検討した。
ヒト iPS 細胞加工製品の製造の上での最も重要な注意点の一つはとして、感染因子混入などの汚染の
検出と排除が挙げられる。本研究課題で実用化を目指すヒト（自己）由来 iPS 細胞加工製品のウイルス
安全性確保のための方策としては、わが国のガイドライン「ヒト（自己）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質
及び安全性の確保に関する指針」（平成 24 年 9 月 7 日：薬食発 0907 第 4 号）が適用される。自己由来
の細胞を用いる場合には、当該細胞を介する感染症伝播のリスク及び免疫学的な問題が理論上無い。
しかし、自己由来であっても、製造工程におけるクロスコンタミネーションの問題や製造従事者、医療従
事者の安全上の問題は同種由来の場合と同様に存在する。また、他の原材料（特に生物由来の原材
料）への感染因子の混入や長期にわたる培養などにより、製造工程において感染因子が増殖するリスク
を考慮することが必要と考えられた。
細胞・組織加工製品を含む生物製剤は一般的に、原材料において非特定起源からの由来や複雑さの
ために品質特性解析及び管理が必ずしも必要十分にはなし得ず、最終製品においても量的制約や複
雑な品質特性のために、必要十分な管理ができないことが多い（ただし、自己由来 iPS 細胞は無限の増
殖性を持ち、バンク化も可能である点で、iPS 細胞の段階で品質特性解析及び管理を比較的広範囲に
実施することが可能と考えられる）。それらを補完する上で、生物製剤に通底する最も重要な概念及び方
策は、製造工程の一定性・恒常性を確保するということである。その中核をなす最も重要な要素は、全工
程のある段階において、最も徹底した品質特性解析及び管理が可能で、次の段階へのステップを常に
確実にかつ安定して進行させ、ゴールとしての最終製品に向かうことを可能にするベースキャンプたる医
薬品製造基材である。細胞・組織加工製品について言えば、感染リスクの低減に加えて細胞基材に必要
とされるのは、患者に投与される最終製品の品質・有効性・安全性の再現性を確保するための原材料と
しての特性とその安定性である。例えば、リプログラミングされた「iPS 細胞様細胞」を心筋細胞製造用の
原材料としてバンク化する場合には、心筋細胞への分化効率の高さや分化効率の安定性の方が多分化
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能よりも重要な場合もありうる。つまり、ヒト iPS 細胞加工製品を含む細胞・組織加工製品の製造における，
原材料・中間製品としての細胞基材の品質・規格については、製造プロセス全体として最終製品の有効
性・安全性が確保できるように設定することを原則とすべきと考えられた。すなわち、ヒト iPS 細胞加工製
品の場合には、対象疾患、患者の QOL (Quality of Life)、標的となる臓器・細胞・分子，製品の使用方法、
製品の安全性・有効性など（First-in-Man の場合には，非臨床安全性試験や非臨床 Proof-of-Concept
試験（非臨床薬力学試験）等のデータ）をもとに、最終製品の品質・規格を設定し、最終製品の品質・規
格から目的細胞の品質・規格を決定すべきと考えられた。同様に、目的細胞の品質・規格からセル・バン
クの品質・規格を決定し、セル・バンクの品質・規格から親細胞となる体細胞の品質・規格を決定すべきと
考えられた。
上記のようにヒト iPS 細胞およびヒト iPS 細胞由来心筋細胞関連の加工製品の製造の上での最も重要
な注意点の一つとして、感染因子混入などの汚染の検出と排除が挙げられるため、細胞培養士の無菌
培養操作を徹底して教育した。ヒト iPS 細胞培養、心筋細胞への分化培養、心筋細胞への純化精製法を
トレーニングし、抗生剤 free の培養条件で細菌、真菌、マイコプラズマ感染のない状態で培養し続けてお
り、臨床応用へ向けた技術は十分に習得されたと考えられる。
さらに、製品の製造方法、及び各製造工程で必要な試験項目を検討した結果、腫瘍形成を引き起こす
残存未分化幹細胞の除去が医薬品としての iPS 細胞加工製品の品質として最も重要であることが判明し
た。これらの条件からヒト iPS 細胞加工製品 (心筋細胞)を用いて臨床応用へ進むための前臨床試験、
SOP、GMP 基準の注意点を検討し、さらに対象患者さんの選定条件を検討した。
Ｖ． 自己評価
１．目標達成度
本事業の支援によって、心筋細胞と未分化幹細胞の代謝特性を詳細に解明し、その特徴の差異を利
用した無ブドウ糖乳酸法を用いることで心筋細胞の純化精製に成功した。この無ブドウ糖乳酸法を用い
ることで iPS 細胞由来の心筋細胞を移植する際に最も懸念される残存幹細胞による造腫瘍性という最大
の隘路を克服することが可能となった。さらに、中間評価後にはこの純化法を改良したさらに効率の良い
新規純化精製法を確立しており、本事業の目的は十分に達成したものと考える。すでに、NOG マウスで
の移植も実施し得ており、所期の事業計画を上回る成果を挙げたと考えている。これらの成果から、臨床
研究に向けた SOP の基盤となる未分化 iPS 細胞の大量培養法、心筋細胞の分化誘導法、分化心筋細胞
の純化精製法のプロトコールをほぼ確立しており、所期の計画を大幅に上回る成果と考えている。
中間評価後には、ヒト再生心筋細胞をコモンマーモセットサルに移植し、その有効性および安全性の評
価系は完全に確立された。マーモセットへの移植検討は、まだ短期観察の段階であるが、再生心筋細胞
の生着が確認され当初の計画通りに順調に進行した。また、評価技術検討も小動物専用の高機能心エ
コーの導入により、正確な心機能が評価ができるようになり、有効性を証明することができておりこの面で
はむしろ予定を上回るペースで研究が進んだ。
本事業期間内では安定して大量の心筋細胞を獲得するためのブタ iPS 細胞の樹立は困難であったが、
ブタ iPS 細胞の樹立の際に必要な条件を明らかにすることが出来た。さらに、中間評価後には本事業計
画を補完するために平行して進めたヒト iPS 細胞由来心筋細胞のブタ心臓への移植実験により、安全性
が確認された。
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さらに、心嚢内視鏡を開発し、安価な iPS 細胞専用培地の開発を行うことが出来ており、所期の目標以
上の成果を挙げることができた。全体を通し、本事業計画より遙かに多くの研究成果を達成出来たものと
考えている。
２．成果
無ブドウ糖乳酸法、新規（改良型）純化細胞を用いて臨床応用に適応できるだけの大量の iPS 細胞由
来心筋細胞を純化精製することに成功した。トランスクリプトーム、メタボローム、フラクソーム解析を通じ
心筋細胞と ES および iPS 細胞のエネルギー代謝が著しく異なることを見出し、これらの差異が無ブドウ糖
乳酸法により心筋細胞だけが純化精製できる分子機序であることを解明した。NOG マウスに精製したヒト
iPS 細胞由来再生心筋細胞を移植しても奇形腫を形成しないことを明らかにした。さらに、ヒト iPS 細胞の
大量培養用の培地の開発に成功した。ヒト iPS 細胞の大量培養系の開発を着実に進めることが出来た。
マーモセットを用いた心筋梗塞および移植モデルの開発、植え込み型ホルター心電図による不整脈解
析、小動物専用心エコーによる心機能評価法の確立に成功した。さらに、マーモセットにヒト iPS 由来の
心筋細胞を移植することによって心筋細胞の生着、安全性を確認した。ブタ iPS 細胞樹立研究の現状を
把握し、克服すべき問題点を明らかにした。この計画を補完するために進めたヒト iPS 細胞由来再生心筋
細胞をブタ心臓に移植し、安全性を確認した。
３．研究計画・実施体制の妥当性
多分化能を持つ iPS 細胞は未分化のまま移植すると奇形腫を生じる可能性があるため移植心筋細胞を
純化する必要性がある。これまでも我々のグループをはじめとして FACS を用いて純化する方法や薬物
や自殺遺伝子を用いる方法が考案された。これらの方法は少量の細胞を対照にした場合や動物実験に
は有効であっても、臨床応用を前提とした大量の細胞を純化精製する必要のある心筋の再生医療には
応用出来ない。心臓の代謝特性を利用した無ブドウ糖乳酸法は、移植心筋細胞の品質を損なうことなく
心筋細胞を純化精製することが可能であり、かつ FACS を用いないため大量の細胞を一度に処理するこ
とが可能になる。それゆえ、臨床応用にむけて理想的な方法であると考えられる。純化精製した心筋細
胞に混在する未分化 iPS 細胞の比率は FACS によってほとんど存在しないことがわかってはいるが、実際
に生体内でどの程度多能性の iPS 細胞が奇形腫を生じるのかは動物モデルで確認しなくてはヒトへは用
いることができない。NOG マウスへのヒト iPS 細胞由来再生心筋細胞移植により、移植心筋が生着するこ
と、奇形腫が生じないことを確認しており、臨床応用に向けた安全性の基盤を築くことができた。同様にヒ
ト iPS 細胞由来再生心筋細胞を免疫抑制剤投与下においてマーモセットとブタに移植すると、生着する
ことを確認した。in vitro での培養細胞の純化から小型動物および大動物への移植実験における安全性、
有効性の確認を行なっており研究計画および手法は妥当であったと考える。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
ヒト iPS 細胞由来心筋細胞を純化精製して NOG マウスへの移植の安全性を確認した。同様にマーモセ
ットおびブタ心臓への移植も可能であった。さらに、心筋梗塞モデルへの細胞移植によって心エコーによ
って心機能が改善することを確認するとともにホルター心電図にて致死的不整脈を認めないことを確認し
た。今後は、移植後の長期間においても心筋細胞が生着していることを確認するとともに、安全性および
有効性を確認する必要性がある。また、より安全かつ有効な移植法を開発するために継続してブタを中
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心とする大型動物を中心とした機能解析、安全性の確認を行っていく必要性がある。未分化 iPS 細胞の
大量培養法、心筋分化誘導法、心筋細胞純化精製法はほぼ確立されたが、さらに改良を進めるとともに
臨床研究のための SOP を完成させていく。
５．中間評価の反映状況
中間評価時のコメントとして、iPS 細胞由来分化心筋細胞の純化精製法、安全性の確立に関しては高
く評価をいただいた。一方、ミニブタにおける移植試験の計画、臨床研究の早期実施に向けて心筋細胞
標品の規格化、その有効性評価・安全性確認の検討の必要性をご呈示いただいた。そこで、中間評価
に従い、心筋細胞標品の規格化のためにヒト iPS 細胞から心筋細胞への大量培養のプロトコールを確立
した。さらに、ブタ iPS 細胞を用いた研究を補完する目的でヒト iPS 細胞由来心筋細胞を用いたミニブタへ
の移植実験を行った。ヒト iPS 細胞由来の心筋細胞移植による生着および iPS 細胞由来心筋細胞移植の
安全性を確認しており、本事業計画の中間評価は適切に事業後半の研究計画に反映されたと考えてい
る。

６．その他
（１．～５．の項目以外の内容で、自己評価としてもし何か示されたい点がありましたら、簡潔にお示しく
ださい。）
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